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I新撰エス却辭典］

印刷が遽延花重れま1て何きい駅tぴの申し様匕ない次第でございます。何分學 

會最初の大出版でい:ので不慣の上に途中で前镀所載の如く多少內容を變更追加し 

たため益々探定の期Hに間に合ひませんでもた。いち早く御注文下さつ兀皆々機に 

（I旣に講習律等で使用するミか其他種々の御計畫しこ・ざいまI了:二さて・こ・ざい・ぜ 

うから發行迴延の兀め少からざる御迷惑な相掛けましお二壬、只管恐縮Lてゐる次 

第でございます。ニれ程多數の口子を要するものミは印刷所の方I爲方も全く矗想 

Iむかった二さでこ・ざいます。之は全く我々の淺薄な知識ご經驗から割出して祈駅 

に片附くものざ見くびってか、つたこミに起因する:ご、fi責の念に日夜焦慮して 

ゐら次第でこ・ざいます。かく御迷惑な相掛けま17:にも拘らずさい:み御叱りしか 

く 卩填の犢學會の努力に免じて氣長く敦行のE!もまってゐるから出來らだけ立派な 

しのも作製せよミ御激肋下さる方々の多いのに（I何ざ御禮中上あげてよいかわから 

ぬ程の光榮でございます。二の絕大の御信載に裏切らぬやうにき11夜身膽を邯いて 

努力してなります.少くも本月中旬に御『許へ御冒致したい覺悟で努力してなりま 

す。今少々御年抱の程偏に卻願申上げます。 日本エスペラント舉會

編輯部よリ
本月族から淀誌の內容を一層充實し廣告也頁を増加1まし了:。（從來一頁各行19虫 

詰90行を各行20字詰100行きĴエフ、文にはすべて脚註も附い:）。ニれで表紙4-hli» 
匚てJ0頁の大册了べ相成りま い:。之が緡粮すろざ否ざは會員甜賢の御支持による
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AMIKA PETO AL SAMIDEANOJ EN EŬROPO
Alte Estimataj Kolegi j en la Ok

cidento ! Kun granda ĝ（）jo mi kore
Germa mijo k" ankaŭ en Svislando> 
Dum la ternpo de sia restado en

preze ntas al vi ciiij mian intiman Eŭropo li povos havi multe da
amikon S-ron Rioj 
Hasegaŭa, kiu esta、 

membro de la re
dakcia komitato de 
Japana Esperan ta 
Instituto. Li estas
juristo - esperantisto 
ankoraŭ tre juna, 
gradigito de la 
Jura Fakultato de 
Tokia Imperia 
Universitato. I）um 
kelke da jaroj li 
havis kiel juĝisto 
sian oficon cc Tokia
Distrikta Juĝejo 
kaj nun li intencas 
veturi trn Siberio
al Eŭropo por sia 
studo jura en viaj S-ro liiej Hasegaŭa

plezuraj okazoj vo
jaĝi en viaj belaj 
landcij kaj gui vian 
koran ami kecon 
samideanan.

Kompreneble li 
ja estas unu el la 
fervoregaj koleg（）j- 
kamaradoj k i uj
senlaoe laboradas 
en J. E. I. por la 
prosperado de nia 
komuna movado en 
la kampo de Ori
enta Azio. Jes, li 
estas ĉiam fidela 
kaj klopodema al 
nia kara ideo kaj 
plie, vere .konvin- 
kitn homarano

landcj kaj ankaŭ por interami kigi 
kun vi, eŭropaj esperantistoj・

Espereble li povos partoj）reni en 
la 18-a Universala Kongreso en 
Edinburgo, Skotlando, kaj tie havi 
la honoron interkonatigi kun karaj 
eamideanoj el multaj urboj kaj landoj. 
Post la Kongreso li restados dum 
kelkaj jaroj aŭ en Francujo aŭ en 

samkiel S-ro Kenji Ossaka; kiu 
nuntempe restadaa en Ameriko kaj 
kredeble je la fino de la venonta 
Novembro ankaŭ veturos al Eŭropo<

Do, mi sincere petegas al vi ke 
vi ĉiuj bonvolu afable akcepti ilin 
eu vian verdan rondon familian ! 
Tli ambaŭ al（x>rtii al vi mian koran 
saluton!^ （胚 !noue）
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ADIAŬ JAPANLANDO, ADIAŬ!
Trans la landlimon mi nun elmigros.

RIEJ HASEGAUA

Karaj amikoj! Nun mi lasas for 
la landon en kiu mi naskiĝis. Aŭ 
pli ĝuste, mi elvagas el la kara 
patrujo kie mi t ravivis malsaĝe inian 
junecon tre karan. Mi mem ne 
scias la motivon klare. Nur sentas 
mi ke io min forpelas el ĝi kaj 
samtempe io alia min altiras al ĝi. 
Pro kio ? Kial? Tio estas demande^ 
sensencaj ! Kontraŭ la sento, logiko 
esttis vanta kaj rezonado estas vana. 
Tio min daŭre ĝenas kaj la koron 
malse renan konsta nto ĉagrenadas. 
Eldiri la dezirojn kiuj potence 
superregas en mi interne, mi ne 
V、his, mi ne povas. Ne scias mi la 
vartojn kiuj povus esprimi la aspi
rojn al mi kortusajn. Jes, belaj estis 
la sonĝoj sed maldoleaj. lli jam 
pasis for. Esperon mi ankoraŭ ne 
perdis, mi kredas. Nek nialĝcĝa 
nek malga ja mi ja estas, sed la vivo 
ial fariĝas, iom post iom, por mi 
enuiga en tiu ĉi lando, Japanujo> 
Ŝajnas al mi ke estos por mi dezi
rinde forgesi la dezirojn, la asj）irqjn, 
liberiĝi de la enuo kaj mi ekdeziris 
revigligi denove mian vivon inter 
hom（» tute fremdaj, en landoj al ini 
tnte novaj kie ekĝermos novaj as [liroj 
kaj la inalnoviij eble fariĝos l>el«j 
rememoroj •

Karaj kamaradoj ! Finfine mi 
decidis elvagi el Japanujo kaj nun

〔さらば、日本よ、さらir !d
【註】patrujo故國;travivis（尊い靑春時 

代も）過 し 了: ； pelas ; «iru1 tempe ; sensencaj 
無意義/f； Kontraŭ la sento 感情に對lて 

“いかなる理屈も何もなら"い;rezonado理 

路;vanta 價値な く 空 L、vantaĵo de vantaĵoj, 
cio estas vantaĵo （Predikanto）空の空なる战 

すべて空なり「舊譯聖書傳道之書）；vana益 

なし;Ekdiri; Kornusa;la vivo ial farigas 
・•・何故かわからないが何だか次第次第（iom 

intencas vojaĝi al Eŭropo. Baldaŭ 
mi ekveturos kaj v（）jaĝos trans 
Siberion rekto al landono, survoje 
trapasante Mo>kvon? Varsovion kaj 
Berii lion • Se mi alvenos al Londono 
ĝis la 25—a de Julio, mi certe povos 
havi la plezuron partopreni en la 
18-a Universala Kongreso en Klin- 
burgo, Skotlando, kie ini kun ĝojo 
interkona tigos kun gajaj samideanoj 
el multaj urboj kaj lan（l（）j. Mi 
esperas t rovi tie Profesoron Mte izuki 
kaj S-ron T ŭai i asi cl nia lando. 
Estos al mi granda honoro kaj 
sincera ĝojo transdoni al la Kon
gresa n（）j viajn korajn salutojn sami
deanajn el la Malproksima Orientoe 
Nur iom bedaŭrinde estas ke S-ro 
Ossaka Kenji, karega satnideano tute 
sindonema kaj nelacigebla babilanto 
por niaj sankta alero kaj bela ideo, 
kiu en la lasta Septembro forveturis 
al Usono poi，studi fabrikartou de 
stai vagonoj fervojaj laŭ la ordono de 
la Japana Ministraro, ne povos 
partopreni en la Kongreso ĉar li 
skribis al nii lastatempe de Chicago 
ke li eble veturos Eŭropen al Ger
manujo nur en la venonta Novembro 
kaj tie en Berlino ni povos bavi 
plezuron renkontiĝi. Mi ja tre 
volonte skribos al vi pri la gajaj 
tagoj de la Verda Kongreso kiu 
promesas al ĉiuj popoloj kaj gentoj,

......... ............. ...... .... ............................... .
post iom）に厭になって來た;ek1 ĝermos芽Iて 
えちでおらう;parto-preni參加する;inter'- 
kon'at'igi 識り合ひになろĴKongresanoj ;la 
Malsproksima Oriento 極柬;sindonia 献 

身的な;nelacigeblaうむ事なき;Usono北 

米合衆國;fabrifarto ; ŝtaF vagono鋼鐵車輛; 

Ministr aro 內閣;lastatempe 近頃Ĵmaten*- 
ruĝoしののめĴskeptikemo恢铤心;血aspiroj 
al belo, bono kaj - 眞善美に對する憬は私 

から去らない。senna apati^cu134の竝りt 
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al ĉiuj nae对 kaj rasoj la belan 
matenruĝo n de la tuthomara kulturo 
vere universala.

Karaj kolcg()j ! Neniel mi povas 
esti filozofo, nek artisto, nek poeto. 
JMalgraŭ tio skeptikemo] ĉiam per
sekutas min malsaĝan kaj la aspiroj 
al Lelo, bono kaj vero ne lasas min. 
Al serena apatieco, al(loloa trank- 
vilceo mi ĉiam sopi radas ! Kio estiis 
lioma vivo ? Kion ĝi celas ? Kia 
devus esti mia vivo ? Kion ni devas 
kredi kaj fari ? Doni respondon al 
tiaj deinan(l(y estas por mi tute 
neeble. Tamen mi pensas kaj kredas 
ko vivo estas a elvolviĝado de esence 
pura volo mem kiu per si mem 
elvolviĝas por si mem." Vivo celas 
sin meni, sian elvolviĝadon eternan. 
Ln granda germana poeto Goe the, 
vera homo kiu vivis veran vivon； 
vere ja diris: Sei das Lebon Tat 
um Tat! (Estii la vivo ngo je ago !) 
Do mi kuraĝas(liri: Volu agi kaj 
agi kaj agu ĉiam laŭ volo ! Nu, kio 
estas la volo de Esperantisto ? Kion 
ni deziras, aspiras kaj sopiras ? elen 
la preĝo de nia kara Majstro 
Zamenhof:

La verdan standardon tre alte
ni tenos :

Gi signas la bonon kaj belon.
,La forto mistera de P mondo 

nin benos,
Kaj nian atingos ni celon・
Ni inter popoloj la niurc)jn 

detruos,
Kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos；

3■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■..■.■■■.■■■.■■■■.■.■■■.■■.■■-.. ..■■■■■、 

ない坦々たち•心;eFvolvlĝ^do展開;esence 
pura volo純粹意欲;per si mem外から力を 

加ふる事なIにひ壬りでに;por si men!他 

を目的ミしてではなく・：ヾそれ自らのみに向 

って.;ゝの意味は、生命は・;粹总欲の展開 

でおって棄て、おいても自然に又只意欲が 

展開ぜんがためにのみ展開すみĴalte tenos 
高 く 抿げやう;nian atingos ni celon = ni 
atingos nian celon; por ĉiam 永％に;ek，- 
regos sur tero地上に支配するでわらう;G

Kaj falcs por ĉiam, kaj amo 
kaj vero • T

Ekregos sur tero.

Junaj amikoj kuraĝaj kiuj amas 
veron, bonon kaj belon ! Dum la 
granda milito skribis la granda 
amanto de Paco G. F. Nicolai je la 
fino de sia fama verko " Biologio de 
Milito?? : Scio et volo rne esse homi- 
nem> (Mi scias ko mi estas homo kaj 
mi volas ke mi estas homo.) Kion 
signifas ĉi tio? "Homo”？ Kredeble, 
la homo kun la kara konscio : esti 
vera homarano, kaj la horno kun la 
volo: vivi kiel vera hoiuarano, ĉu 
ne vere ? Pri la nobla germana 
biologiisto, alte esti ini nda sciencist) 
nevenkeble kuraĝa, rakontas al ni 
liomain Rolland, amata de ĉiuj 
homaranismanoj kaj esperantisto], en 
sia verko C( Ijes Pre<nirseursn, 
taŭrantc)j^, kies japanan trachikon ni 
jam havas. Nico lai instruas al ni 
la valoron de milito en la evoluado 
de la tuthomara kulturo. De la 
vidpunkto de vera scienco, antaŭvi- 
dante la estontan elvolviĝadon de la 
mondhistorio； li predikas al ni paci
fismon kaj konvinkas nin ko ni devas, 
por esti homo, esti homaranoj- (Tiu 
verko de Nicolai estas ja trezoro de 
homaranoe Gi devas esti posedajo 
de ĉiuj esprantistoj. Gi estu vere 
universala legolibro de la sekvonta 
generacio. Germanaj samideanoj 
traduku la verkon, "Die Biologie des 
Krieges ヽ"Biologio de Milito ヽ en 
nian karan lingvon ! ) Ni estu

F・Nicola!獨逸の生物學者、あくまで世界大 

戰爭に反對し捕へられて獄中に「戰爭の生物 

學」(Biologio de Mi】"〇) 4*書 く ; Antaŭirintoj 
先驢者;vidpunkto見地;pacifismo.平和主 

義;ni devas, por esti homo, •…吾々が一個 

の人間たらん芒すみならば人類の一員たみ二 

ミに眼覺めた人類人でなければならね;Nico
lai forflugis •-ニコライ(I飛行機によって故 

國が脫出L Kopenhagoに向ったのである; 

blindi Ŝovinistoj旨目的な似非愛阈主義者; 
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homaranoj por esti homo，por esti 
bonaj japanoj saĝaj・ Ni vivu kuraĝe 
kaj restu fidelaj al nia ideo ! La 
kuraĝa Nicolai eĉ fbrflngis el sia 
lando al Kopenhago, kiam li estis 
persekutata de blindaj ŝovinistoj en 
la milita tempo, en aeroplano kiu 
flugis 3000 metrojn alte de la tero 
tta blankaj nuboj.

Karaj junuloj kleraj ! Ni jnnul（）j・ 
esjMjrantistoj devas havi la konvinkon 
kc ni estas homoj kiuj volas kaj 
povas senti, pensi, agi, labori, ami 
kaj vivi t raus ŝ tatlimojn politi kajn 
kiel homaran（）je Ne perdu la vizion 
al ni esperantistoj pro］）ran ! Ne 
forlasu la verdan revon ravigan, 
imponan〉grandiozan ! Ni gardu, ni 
nutrn kaj kreskigu la belan idealon 
cle nia movado! Kio mankas plej 
multe al la japanc）j nnntempaj estas 
la granda fort）de grandioza idealo 
kiu naskas ĉiam kaj &e pli altan 
kulturon kaj gvidas ĝian pluan 
evoluadon prosperan. La popolo kiu 
ne amas kaj estimas la idealon bal
daŭ malaperos for de la t ero. Ni 
amu la idealon ! Ni amu juston kaj 
pacon ! Ni ĉiam esperu ke iam 
realiĝos la verda songo de la tut
monda samideanaro. La harmoni a 
kunlaborado（Ie esjM）rantist（）j estas ja 
granda potenco por la kreskigado de 
amikaj rilatoj inter ĉiuj popo呵 kaj 
nacioj• Ni laboru senlaca ! Junuloj, 

por ĉiam restu junuloj. Junecon, 
eternan junecon ni deziru• Vivu kaj 
floru la tutliomara kulturo ! Brilu, 
blilegu la verda stelo ! Lumigu la 
teron kaj ĝin verdiĝu.

Karaj samideanoj en Japanujo ! 
En via rondo familia mi s per tis la 
ĝojon kaj malĝojon de mia juneco. 
Per Esperanto multon mi akiris, 
lernis kaj travivis. Mi ja bone 
konscias kiom multe mi ŝuldas al vi 
ĉiuj. Kvankam mi estas maldili- 
geiitn, senkapabla k疮 mallaborema, 
rni ne forgesos la devon iel kaj iam 
elpagi la ŝuldon. Grandanime vi 
ĉiuj toleris kaj indulgis la estadon 
de tia persono kia estas la mia. . Mi 
iuallbrtulo ! Mi malbonulo ! Jes, mi 
agis sen respondeco ! Mi petas par
donon ! Tro peze ŝarĝita nun estas 
mia koro. Gi ja batas lace, mal
trankvile. Kuraj amikoj kaj kama
radoj ! Mi nun adiaŭas vin ! Dum 
kelke da jaroj mi ne povos vidi vin. 
Kiom longe mi migrados en aliaj 
landoj ? Ĝis kiam mi vagados 
ekstere de via rondo ? Mi meni ue 
scias nun. Adiaŭ, J apanlando, 
Adiaŭ ! Mi nun foriras trans la 
landlimon. Ho ! Karaj； ĝis la 
revido !

Nun verdas naturo plenplene!
Ni esperu, . amikoj ! Ni espeT® 

kamaradoj !

—（Fino）一 .

0 昌 珥

aeroplano 飛行機;flugis 3000 metrojn alte de 
“••（白里な縫ふて）地上三千米の高さで飛翔 

Cた;ŝtaflimd國境:ravigaうつミリさせ 

る楼了よ;impona尊敬の念を起させる様な; 

grandioza 壯大高遠な;grandioza idealo 髙遠 

な:理想;reaFiĝo s實現すみでめらう;tuf- 
monda 全世界の;sinfide'an'aro; kunlabor
ado 協力協働;junuloj, por ĉiam restu •-靑 

年•よ、永遠に肯年であれ;tufhon^ara全人類 

。Ĵlumigi照らす;spertis經驗した（昧っ

）; maFdiligenta 懈り勝ち・な;senkapabla 
菲才な;maPlabofema怠け勝ち・な;iel kaj 

iam何等かの方法で乂いつか解らないがいっ 
か任;eFpagi la Ŝuldon負債なすっかり返す 
（御恩を扌べてお返Iすち）；Gr；md'anime咒 

大に;estado存在;estadon de tia •…私如き 

ものの存在も;agis sen respondeco無責任に 

事を行った;tro peze ŝarĝita •… 今や私の心 

（1重荷に堪龙兼袒て居ち;migradi遍歷する; 
trans la landlimon 國境を越龙て:plen-plene 
充ち充ちて。. • • -
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FRI NOH”
[JAPANA ANTIKVA TEATRAĴO ]

N. HIRAOKA

Mi pensas ke jam multaj okciden
tanoj scias j)ri " Noli/' preci 
franc(>j kaj angloj. Taŭgaj, en
li avr icaj studaj(リ pri " Noli?1 jam 
ekzistas ankaŭ en Okcidento. Sed 
pcTmcsu min simple skizi per nia 
kara lingvo " Noh5" pere de 
jaj)anaj studaĵoj.

"Noli n estas same kiel"Haiuai ” 
unu el la plej malfacile kompreneblaj A
arte))de Japannjo. Gi apartenas al 
teatraĵo je unu flanko, sed multe 
diferencas de tiel nomata teatraĵo. 
Sur unu vidpunkto oni povus pensi 
ĝin kiel unu specon de danco. Aŭ 
de alia vidpunkto oui pensus ĝin 
kiel o|)er()n. Sed impreso, kiun ni 
ricevas de tiel nomata oj)ero, estas 
tute alia ol tiu, kiun ni ricevas de 
“ Noh・”

Kia do poヾus esti " Noli v ? 
Autaŭ ol respondi al ĉi tiu(lernando, 
permesu min paroli iom pri ĝia 
pasinta historio.

[A] Historieto de " Noh "
Eu Japanujo jam de antikva tempo 

ekzistadas la kutimo danci antaŭ 
sanktejoj ĉe diaj ceremonioj aŭ festoj• 
En la epoko de Heian ' oni fiiris 
komikaĵon similan al moderna farso 
post ceremonioj aŭ fi?st()j. Tion 
oni nomis " Saru<raku.v La vorto 
"Sarngakn iom jx)st iom komencis 
signifi la sencon de komiko. Kaj

.〔能に就いて〕

此文(I決して能の紹介なĥミ云ふ人それた 

总喪に書いたものて•はありませんc Z Es
peranto の作文の怠味て貧弱な頭腦ご材料で 

書いたIのですから未熟の點は御霓容を。

【註】okcidentalo 两洋人。ei^hav^iĉa 內 

容の烈富な(ekhavo內容)studejo研究作品〇 

Okcidento 西洋〇 skizi 槪說す。pe/e de •••• = 
•…を通じて〇 Haiku=俳旬〇 maKacile kom- 
prei^ebl a 難解。arto 藝術〇 teatraĵo 演;劇〇 

en tia stato jam ekzistis profesiaj 
ludantoj do " Sarugal<u •? en la frua 
epoko(ie " Kamakura.,; En la sama 
epoko krome skzistis a Dengaku.n 
(Ĝin origino estas ankan tre malnova. 
Unue ĝi estis unu spes de danco 
por konsoli kamparanc)jii, sed posto 
progresis kaj estis ludata antaŭ 
altklasjjj liomoj. En la epoko de 
"Kamakurn" jam ekzistis profbsiuloj 
de " Dengaku.^) Tia maniere Snru- 
gaku kaj Donga k n estis paralele 
ludataj en la frua epoko do " Kama- 
kura.?; Sed kiam poste la(lancma- 
nieroj de a Dengaku" estis pli- 
l)onigittij, kaj(lramr)j de cc Dengaku 
estis elpensitaj, la prosporcco de 
u Dengaku " superis tiun (Ie " Saru- 
gaku.n Tiu ĉi plibonigita a Den
gaku n estis nomata iC Noh-gei" aŭ 
"Noliリ el"Dengaku ”・ En tiu 
prosperanta epoko de Dengaku 
ankaŭ aperis uNoh;, el uSarugaku.n 
Inter kelkaj skoloj aŭ grupoj de 
profesiuloj de " Sarngaknekzis
tantaj en diversaj lokoj, kie troviĝis 
sankkĝoj, estis 4 skoloj, kiuj servis 
al ceremonioj de C( Kasnga-SaĴiktejo;, 
en Nara, nome Hoodoo, Kŭanze, 
Kongoo, Konparu. Kŭan-ami (1333 
一1384) profesiulo de a Sarugaku,n 
apartenanta al Kŭnze-skolo, kaj lia 
filo Seami intencis plibonigi la 
"Sarugaku" por konkuri kun

je unu flanko 一面に於て。tiel no n/ata 所 

謂〇 multe diferencas de〜=〜こ(I餘程ち 

がふ。Ed'punkto見地。impreso印象。〜 

estas tute alia ol tiu=〜 任全く tiu (二ゝで 

impreso)芒に別物〇 [A] antikva上代の。 

kutimo 習慣〇 sanktejo 神社〇 ceremonio 儀 

式。iesto祭が〇 !leian-epoko平安朝時代〇 

komikaĵo 道化芝居〇 farso 茶番•〇 Sarugaku = 
狡樂。komiko滑稽。kron/e =その外Ot Den- 
gaku = m樂。origino 起源。kamp^r^o 田舍 
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a Noh v el a Dengaku.n Ili forjetis 
komikan 0101nenton de ĝist i ama 
“ Sarugaku/> kaj preninte historiajn 
okazintojojn aŭ legendojn kiel matxn i- 
alojn, kreis nove dramojn de 
“ Sarugakukaj ankan ŝanĝis 
dancm a niere)j n kaj muzi k i lojn de 
"Sarugaku.n Tio ĉi estas la origino 
de " Noh ” el"Sarugaku.v En ĉi 
仃a stato tiuj ĉi du spccqj de " Noh " 
ekzistis dum iom da tempo. Sed 
iom post iom " Noh " el"Saru
gaku 门｝)li kaj pli prosperigis； dum 
la alia malprosperigis. La aliaj tri 
skol()j de “ Sarugaku,n servantaj al 
fcstx)j de u Kasuga Sanktejo, imi
tante Kua nze, komencis okupigi je 
la uova " Noli"el"Sarugaku.v 
Duni la ekzistado de " Noh リ cl 
“ Dengaku リ cni bezonis diferencigi 
la "Noh'on” el a Sarugaku de tiu el 
"DcHigaku/? sed (x)st la malu|)eriĝo 
de a Noli n el “ Dengaku リ"Noh ソ 

cl"Sarugaku ゝゝ estas la sola a Noh " 
en Japanujo. Tial, nuntempe oni 
dirass nur simple " Noli"

Noto : En la epoko de " Edo " 
oni diris "〇-noh・リ De Ia epoko 
de a Mciji " oni diras " Noli- 
gaku.^ Nuntempe ekzistas 5 
skolqj de profesiuloj de a Noh J 
1101 ne Kŭanze, Kongoo, Kon- 
paru, Hooŝ()w, kaj Kita nove 
ape rii血.

[B] (zenerala Kla rigote de uNoh- 
Arto ” •

Do post ĉi supra klarigo de historio 
de a Noh J al vi ne estus strange 
se mi diros ke "Noh" estas unu speco 

活 〇 (kamparo 川舍)。altklasa 上流の〇 t ia人 

maniereこんむ風に〇 paralele 相並んで。 

plikon igi 改艮す〇 dramo 脚本〇 eFpen^ita 
案出された。prospereco 榮。supozi凌駕 

す〇 Noĥ-gei =能skolo 流派〇 Kasuga =春 

Ho IIooŝoo =寳生〇 Kŭanze =觀世〇 Kongoo 
金剛〇 Konpani=金春。Kŭan-arni觀阿彌。 

Seaiui 世阿彌〇 konkuri 競爭す〇 ĝistiama 從 

來の〇 okazzint ajo 事件〇 !egendo 傳説〇 ma- 
terial〇 材料〇 daneノmaniero 舞の仕方。muzik- 

de sinteza arto konsistanta el danco, 
muziko, frazaj, t. e>,(lanca muzika 
kaj literatnra elementoj. Tial, estas 
nature, ke mi ne povas bone klarigi 
“ Nolfon" sur ])a|MT0Ĵ. La plej 
bona, utila metodo studi " Noh- 
Arto;n?? j)or scivolemaj okcidentanoj, 
estas vici i kaj aŭdi per siaj propraj 
okuloj kaj oreloj prezentadon de 
“Noh." La arta atomosfero pro
duktita de simpla scenejo sen ornam- 
iy(>j kaj de sugestiemaj gcst<)j tre 
malrapidaj de akton)j, estas certe 
kiel unu el la plej malfacile kompre
neblaj japanaj()j por okcidentaj fremd- 
u1qĵ. La efiko de c< Noli"estas 
iluzia atomos fero produktita pere de 
Fsimboleco de simpla scenejo, de 
l?sugestiomo de gestoj de aktor()j 
vesti aj simbole, kaj cle 『eleganteco 
de klasikaj fraze)j kantataj kun 
Orienta monotonecOa ヽ厂 

klarigi la scenejon kaj la daiic- 
manieron de a Noh " per la plumo,

Mi ne |>ovas

sed nur iom j)ri dramo de "Noh”.
Kiel la dramo ludas la plej gravan 

rolon en la tea tr aja rto, tiel same la 
teksto aŭ dramo de " Noh " estas 
la plej grava el la tri elementoj de 
"Noh-Arto.?; En japana lingvo oni 
nomas la dramon de " Noh" 
“ Jookjoku?? Do, de nnn mi diros 
"Jookjoki! リ en la senco de dramo 
de " Nco." Do, klarigo de <c Johk- 
jokn ソ estas necesa• Permesu min 
klarigi ĝin jene.

[C] Pri u Jookjokn n
(り Aŭtoroj (2) Materialoj
(3) Formo' (4) Stilo

ilo樂器〇 okupigi je ~=〜 に從事す。nun人 

tempe 現今。Kita= g多。[B] klarigo 說明。 

al vi ne estiis strange, se niidiros ke —• =••“ 
ミ云っても不思議ではあるまい。sinteza arto 
綜合〇 scVvoFema好奇心多き〇 vidi per 
siaj okuloj 自分自身で8Ŝる〇 pre«?nt,ad/〇 演 

出。fcer/ejo 舞臺〇 ornamajo 裝飾物。suges- 
tfema 喑示的な 〇 sii n boi'eco 象微性 〇 aktoro 
役舌〇 eleganteco 優美〇 n）onotonzec）單調〇 

grava rolo重要な役割。口（りaŭtoro作者。
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(5) Ideo (6) Literatura valoro 
•(1)Aŭtoroj

Pri aŭtoroj de a Jookjoku " kelkaj 
hipoteze» ekzistis antaŭ la moderna 
tompo〉sed nuntempe oni kreclas laŭ 
kredindaj(lokumont()j ke la antor()j de 
ĉefiij " JookjokiVoj リ estas Kŭan-ami 
kaj Seami. Aliaj multaj a J(x)kjokif- 
qj" estis verkitaj post ili de aliaj 
aŭtoroj, kiiij nur imitis siajn antaŭ
ulojn. Kŭanami kaj Seami estas do 
memorindaj nomoj• La nombro de 
ĉefaj " Jookjokifoj ゝ、 estas ĉirkaŭ 
200.

(2) Materialoj
La materialoj estis elĉerpitaj el 

japana mito, kiel ekzemple " K(リiki" 
aŭ " Nihonfoki/ el klasikaj romang 
aŭ no vele)j, kiel ekzemple " Genji- 
monogatari," a Isc-monogiitari/?
"Jamato-monogatari;" el diversaj 
legendoj, kaj el historiaj libroj, kiel 
ekzemple " Heikc-monogatari M 
"Genpeiseisui ki," " Soga-rnonogata- 
ャi・”

(3) Formo
En la formo a Jookjoku" ŝajne 

similas al drampoozio〉 sed por 
(1 ampoezio ĝi estas tro primitiva. 
Oni aŭdns el la buŝoj de }x)rsonqj 
en " Jookjoku" ne nur dialogon, 
monologon, kaj kanton, sed ankaŭ 
kritikon kaj impt esojn de la aŭtoro pri 
la afero. Ni povus pensi " Jookjokif
on ン kiel staranta inter epopeo kaj 
(lrampoczio. Rakonto de "jookjoku” 
Ostas tre simpla kaj monotona. 
Rakontoj pri Sintomoj estus tre 
multenombraj. Kiel teknikaj vortoj

hipotezo 假說〇 moderna tempo 現代〇 doku
mento 記錄。antaŭ ulo 先人〇 (2) materialo 
材料。eFĉcrp^汲取ち。mito神話〇 romano 
長篇小說。novelo中篇小說〇 (3) dran/pcezio 
劇詩。primitiva原始の。dialogo對話。 

monologo 獨白。kritiko 批評。epopeo 敍啡 

詩〇 rakonto 物語〇 fantomo 幽廠〇 mure7- 
nombraj 多數〇 teknikaj vortoj 術語〇 personoj 
登場人物〇 citi攀げち。heroo主人公〇 help- 
anto 助演者〇 apartenanto .從者〇 (4) stilo = 

por specaj de personoj en "J(x)kjoku;\ 
ni povas citi Site, Ŭnki； Cure, Tomo, 
kaj t. p.. Site estas heroo aŭ heroino, 
Uaki helpanto de Site, Cure apar* 
tenanto al Site aŭ Uaki, Tomo malpli 
grava ol Cure.

(4) Stilo ". :.
La Stilo de " eTool<joku " estas tre 

bela kaj ĉiu frazo estas plena je 
vortludoj kaj t radici aj, historiaj 
vortoj. Belaj fra%» an vort()j en 
a Jcx)kjcku estas prenitaj el lamaj 
japanaj aŭ biaj klasikaĵoj. Tial； se 
oni legos a Jookjoku " sen scio de 
japanaj kaj liinaj klasikaĵoj, oni 
renkontos multajn malĥicilajojn nur 
|x)r kompreni eĉ mallongan frazon. 
Do mi denove ripetas:la stilo de 
"J(x)kjokune estas libera, sed 
brilege bela.

(5) Ideo •
Spite de la diverseco de V materi

aloj de "Jookjokii/： la fundamenta 
ideo tra la plej[)arto de " J(K)kjoku?- 
oj?? estas laŭdo de rgranda }K)tenc() 
de Budho. Tutaj kreaj()j sur la tero, 
ĉu liom()j? animaloj； insektaj, ĉu arb(j, 
herboj, povas transiri al Paradizo 
(lank^l la granda forto de Budho. 
Tio estas la centra ideo de " J(x)k- 
joku/? aŭ pli ĝuste, tiu de aŭtor()j(Ie 
"Jookjoku•リ Por kompreni tion, 
ni devas bone konscii ke " J(x)kjoku " 
a]x?ris en la tempo de nacia laciĝo post 
longa mili tado. La forta budhismo 
estis la sola konsolo por multaj 
laciĝiutaj animoj, kiuj vidis antaŭ si 
la ncd aŭ recon knj vantecon de homa

文忧。vortludo言葉の遊技（掛け言葉なご） 

tradicia傅統的な。klasikaĵo古典文學〇

（5） spit deに拘Bす〇 diversio多種多樣。 

fundamenta ideo 根本思想〇 plejノ parto 大多 

數・大部分〇】应め禮議。Budho佛陀。 

kreaĵoj森羅离象〔神のkreiい:ものの意。） 

故に神は Kreinto。）animalo 動物〇 insekto 
昆蟲〇 herbo 草〇 transiri al paradizo 昇天す 

（Paradizo =天風）〇 dankza!〜=〜のお蔭で〇 

pl.gustoもつミ適切に云へtto konscii蔵識 
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vivo kvazaŭ momenta ŝaŭmeto sur 
starakvOt Por kompreni u Jookjokir? 
neniu povus ignori ĉi tuin ideon.

(6) Jji tera tura vaL ro
Mi pensas ke laŭ supre dirita 

klarigo ciuj povos son granda eraro 
juĝi pri la literatura valoro de 
a JookjokiL^ " Jookjoku リ ne poヽtis 

cs ti bona k aj altgrada 1:te rat uro 
pro la manko de vera origina leco kaj 
pro la monotoneco de rakonto. Sed 
pro belaj froz()j kaj lertaj vortludoj 
ni povas gui ne esprimeble agrablan 
senton. La l乂leco de frazoj ue estas 

klara sed almenaŭ tre suge«tiema. 
Ja［)anoj hezitus rekomendi " JOok- 
j ku'on ” kiel unu cl la plej altgradaj 
literaturajoj de Japanujo, sed volonte 
rekonus ĝian valoran lokon en 
Japana lit.cratiira historio, ĉar 
a Jookjc ku v faris glandan servon al 
la ka<iukiĝant-a ĴR|)ana literaturo de 
Kainakura kaj Muroraaĉi-epokoj・

Noto : Krom tiel nomata "Noh,” 
ekzistas Kjoogen, unu sj)eco de 
farso, simila al u N()h/ sed ĉar 
ĉi tiu ne estas tiel rimarkinda, 
mi forlasos la klarigon de ĝit :

SONGO
Japana Originalo de Sooseki Natume

Tradukita de Prof. Seiho NiŜI

—Tian sonĝon mi sonĝis.
・ Kun interplektitaj brakoj mi sidas 

aj)u(l la lito. " Mi tuj mortos ヽ per 
trankvila voĉo murmuretns la virino 
surdorse kuŝanta, kiu metas sian 
delikatan vizaĝon kun subtila kon- 
turo en sia longa lnalfcrniita hararo. 
Sur ŝiaj blankaj vangoj ハ videti ĝas 
varma koloro de sango. Siaj lipoj 
rozkoloraj • Kvankam nek redebla 
ostis ŝia morto, ŝi antaŭdiras sian 
morton per trankvila voĉo tiel klare) 
ko mi estis fine konvinkita je ŝia 
morto. u Do vi mortos ?リ mi de
mandis ŝin, rigardantc sui de 8iipre> 
" Mi certe mortos ゝゝ ŝi respondis, 
malfermante siajn okulojn grandajn 
kaj malsekajn. N oktenignij estis 

する〇 nacia laciĝo國民的疲弊〇 budaismo佛 

敎c animo 魂〇 ne^aŭr^o 無常〇 vanteco (I 
かなさ〇 ŝaŭmo泡〇 star^akvo澱めち水〇 

ignori 無視す〇 (6) supredirita 上述の。sen 
granda eraro 大過なく 〇 altgrada 离級の。 

originaleco 獨训］性〇 nMesprim/ebĥ!名狀す 

べからざる。heziti礫密マ〇 kadukiĝi就［陵 

す 〇 Kjoogen =狂言〇 riinark inda 注し］す 

べき〇 亠 、
導 .辱 か’

ŝiaj okulcĵ cirkuŭataj de longaj okul- 
haroj. Ĉe la fundo de ŝiaj nigraj 
pupiloj klare ŝvebis mia iniaĝo. ・ゝ

Rigardante nun ĉi tiujn nigrajn 
okulojn profundajn kiel abismo, mi 
dubis, ĉu si devus morti. "Vi certe 
ne morto?! certe ne ! ĉu ne ? ” mi 
denove demandis ŝin, afable klinante 
min al ŝia kapkuseno. " Kio alia 
povus okazi, ĉar mi devas morti 
ŝi respondis per la sama trankvila 
voco, dormeme rigardante min per 
siaj nigraj okuloj・

Ĉu vi do }X)vas vidi mian vizaĝon? 
mi fervore(lemandiB. "Cu vi dubas? 
Ĉu vi jen ne vidas vian propran 
imaĝon ? 77 ŝi diris kaj ridetis・ Mi

〔夢〕夏目漱石の『夢十夜』の中の「第1 

夜」の譯 •:.

【註】 何请i =夢みる〇 kun inter plekt^t^j 
brakoj 腕組もして。surMoit/e ku&a卅仰 

向(龄〕I二りた〇 vizaĝo kun subtila konturo― 
輪廓Ĉ柔らかな顔。hara/o^ 
柴をバラリざさしてその中に顔を橫ふ。vidz- 
et趣'as=チラこ見まて居ろ。ne^red^ebVa=信 

じられぬ。antaŭdiri言す。tiel klare, ke 
•…•…非常に判りよいので私も遂に其死む信ず 
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silente turnis mian vizaĝon f（）r de 
ŝia kapkuseno kaj meditis kun inter
plektitaj brakoj : a Ĉu si （levas 
efective morti ? ” •

Iom pliposte ŝi denove diris :
"Kiam mi mortos, vi enterigu 

min< Fosu tombon per granda per
la konko kaj metu sur la tombon 
pecon de stelo falintan teren de la 
cielo. Kaj atendu min apud la 
tombo, ĝis kiam mi revenos ĉi tien 
por renkonti - vin."

"Kiam do vi revenos ? ” mi de
mandis ŝin>

"La suno suprenvenos kaj sube
niros； kaj suprenvenos ree kaj sube
niros i ce.—Ija ruĝa suno votu ros 
de V oriento al la okcidento kaj 
ripete de F oriento al la okcidento 
-Kaj ĉu vi povos atendi min ?"

Mi silente kajycsis> “ Atendu 
min dum cent jar（）j ヽ ŝi decide kaj 
ioni pli laŭte tra parolis per la sama 
trankvila voco> " Cent jarojn vi 
atendu min apud mia tombo kaj mi 
certe revenos ĉi tien por renkonti 
vin ”・

Mi respondis ko mi atendos. Kaj 
mia imaĝo, kiu klare speguligis en 
ĉiaj nigraj pupiloj subite deformiĝis, 
kvazaŭ figuro spegulata sur trank
vila .suprajo de akvo disor（ligas pro 
la moviĝado de V akvo. Siaj okuloj 
tiij fermiĝis ;larmoj elfluadis tra la 
longaj okulharoj kaj malsekigis ŝiajn 
vangojn—Si jam estis mortinta.

Mi do subeniris en la ĝardeno n 
por losi tombon per granda perla- 

ろに到った〇 de supre = tから〇 noktenigra 
=まつ黑〇 okusha:〇 =睫〇 pupilo =眸〇 ŝvebi 
=うかぶ〇 iniaĝo =影像〇 dubi, ĉu........ .............
するのかご疑つt: 〇 de，n ve=更に klini sin 
身骼を傾ける。kap,ku?eno =枕。kio alia 
p viis okazi =でも死ぬんですもの仕力が 
ないわ。•（直譯すれば:死ぬの沢からそれよ 

り外の何がおニりうみか?）〇 tumi vizaĝon for 
de =か!）顔もそらす。p】i'pcst，e =斬くむて。 

erVteH^i =地に埋む,埋葬す。fosi =堀る〇 

konko, kiu havis akran randon kaj 
flatan surfacon. Je ĉiu fosado la 
limlinno briletis sur la interna siq>- 
rajo de la konko. Odoro de malseka 
tero ! Kaj la tombo estis preta. Mi 
enkusi^is la virinon en la foson kaj 
\lelikate surŝutis sur ŝi n molan teron. 
Je ĉiu surŝuto la lunlumo reflektis 
sin sur la perla konko. Poste rui 
prenis terenĥilintan pecon de stelo 
kaj metis ĝin ĝentile sur la tombom 
La peco de stelo estis kugloforma, 
kaj mi pensis ko ĝi fariĝis glata, 
perdinte siajn ciujn malglatiyojn dum 
sia longa veturado tru la ciclo. Mia 
brusto kaj miaj manoj ioni varmiĝis 
dum mi forte laboradis por meti la 
stonon sur la tombon.

Mi n u n sidiĝis sur muskojon kaj 
kun interplektitaj brak（）j rigardadis 
la rondan tomboŝtonon, pripensante〉 

ĉu mi de nun t iamaniere ateudadus 
ŝin por （cnt jaroj. Tuj peste la 
suno suprenvenis de 1? oriento； kiel 
ŝi diris. Estis granda ruĝa suno. 
Gi baldaŭ subeniris okcidenten, kiel 
si ankaŭ （liris. Gi rekte subcmiris 
en sia ruĝa koloro. "Unu" mi 
kalkulise • . 「..

Baldaŭ poste la ruĝa suno ree 
suprenvenis kaj silente subeniris. Mi 
kalkulis "du”.

Kiomfoje mi vidis deposte la ruĝan 
•unon, mi ne scias. La ruĝa sudo 
transpasis sur mian klipon tiel mul
tefoje, ko mi ne povis daŭrigi la 
kalkuladon. Kaj cent jarc）j ankoraŭ 
ne t r a pasas. Rigardante la rondan 

perla ko.；ko =眞珠の殻〇 ter^n =地面へ〇 

（ter^ =地面に）〇 ĝis kiam........ ...............する

（時）迄〇 supre,n,ven,i = 〇 subeノi/iri=下 

〇 〇 re?e = .pĵび。kap,jes/i=うなづ く 〇 speguF- 
i/i =うつら。speguli =うっす〇 de forni^g^ 
形がぼうっさ崩れた。sup窗〇=表面。m* 
iia ! 〇 =動搖。disSrdノi/i =形が崩れる。 

feriiMigノi =閉ちる 〇 je ĉiu fcs,ad,o=—ほり每。 

e /ku^i^i =中へねかす〇 foso =穴〇 reflekti = 
反射す〇 kugPo^or；； a =彈丸形〇 musk知<>= 
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etonon jam kovritan de musko mi 
nun komencis dubi, ĉu rai ne estis 
trompita de la virino.

Tuj pos忱 mi tamen ekrimarkis 
verdan trunketon, kiu ekkreskis sub 
la ŝtono kaj rapide etendis sin al mi, 
ĝis ĝi atingis mian bruston. Delikata* 
burĝono iom sinklinanta ĉe la pinto 
de la trunketo ĝentile sinmovetis 
kaj disvolvis siajn foliojn. Neĝoblanka 
lilio dispersis sian akran odoron 
antaŭ mia nazo. Gutoj de roso falis 

de supre malproksime sur la Aotoh, 
kiu pro tio ĝentile balanciĝis. ゝIi 
strecis mian kapon antaŭon por kisi 
la blankan floron malsekigitan de 
malvarmaj gutoj de roso, kaj fori
gante mian vizaĝon de la lilio, mi 
hazarde suprenrigardifl la firmam
enton ^nliman, kie mi ektrovis unu 
matenan steleton sole ])alpcbruman
tan.一“ C^entojaroj jus forpasis !リ !ui 
tiam eksentis.

——[FINO]——

HINAJ PERLOJ 仁

Libere tradukita de S. Sindoo

獨座敬亭山 李白

衆島高飛盡 孤雲斶去間

相看兩不厭 只有敬亭山

Sidas Solaj
Flugis birdoj for.
Eĉ nubeto for.
Sidas solaj ni
Kune, F njonf kaj mi.

照鏡見白髮 張九齡

宿昔靑雲志 蹉跣白髪年

誰知明鏡裏 形影白相憐

En Spegulo
Ha, F espero, kvazaŭsonĝ, junula I 
S >rf grizigas kapon senprosperan. 
Vidas mi en la profundi spegula, 
Eĉ la b】ld' kompatas min mizeraib

ANEKDOTO

Usonano :—a En mia lando la 
riveroj estas tiel larĝaj, ke oni eĉ 
per lorno ne povas vidi la alian 
bordon.” -

Irlandano:一a Ne mirinde! En 
mia lando la riveroj estas tiel 
mallarĝaj, ke ili bavas nur unu 
bordon/?

ANEKDOTO

Galileo pasigis la nokton post 
sia edziĝo je la libro en sia 
kabineto, kaj iris al dormoĉambro, 
sed tuj revenis kaj demandis ĉe la 
servisto :

a Kiu kuŝas sur mia lito?”
"Via edzino, sinjoro ! ”
"Edzino !?.... Ho ! Mi tute 

forgesis ke mi hieraŭ edziĝ-is! ”

苔の原。por cent jaroj =百年間〇 okcidenVefn 
=西へ〇 kiomfoje =幾度〇 tranf^pasi =通り越 

す 〇 t repasi =遍ぎみ 〇 tnmk^efo=莖 〇 s n 
etend =のびみ 〇 burĝono =蕾〇 s?nĵniovefi = 
身體を一寸動かす〇 iom s?n?klin'infa =心持 

首な傾けてゐた。dispolvi foliojn =花瓣をひ 

らく（folio （X葉のみでなく花瓣花も云ふ）。 

neĝ,〇,b'anka = W 白色の。d；spe 彳=分散す。 

guto de 1080 =一滴 の鴿d de supre inalprok- 
s；me =遙か上から。balanciĝi らぐ。fof- 
igi= iり去る。suprenrigardi=上方 も見っ

むあ〇 firmamento =蒼穹〇 senlima =無窮の〇 

palpebrĵum,i =ま 了:、 く 〇 . ..

［漢詩二つ］U!】flugis for飛去った。Ni 
sidas soajたヾ我々二人だけ坐ってゐる（山 

［monf］ĉ我［mi］ミニ人ぎり）。gvidigi半白に 

すろ。

［一口噺二つ］【注】Usonan 〇米國人〇】型•和 

幅の廣い〇!orno超遠鏡〇 alia bordo對岸。 

Galileo力•リレ・ =有名な學者。pasigi nokton 
夜加すごす。kabineto室。
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LATINA LECIONO
（ラテン語•の時間）

故松崎克 E

La maljuna profeoro ,,pa t ro
ba rbulo4< estis klariganta la duan 
deklinacion de la latinaj substanti- 
voj. Li havis longan barbon, kiu 
iam estis tute blanka, sed kiu 
flaviĝis iom post iom. Liaj bluaj 
okuloi montris bonkorecon. Lia 
senhara kapo, kiun malrespekte la 
lernantoj nomis: „Paska ovo,n 
briladis ĉe la matenaj sunradioj, 
kiujn enlasis n nu senkurtena fenes
tro.

年老いた先生eprofesoro）の「ひげおやぢ」任 

ラテン語の名詞の第二蠻化（deklinacio）を說 

明してゐた。先生に（工長いわごひげ（barbo） 
がわった。このひげ（よ嘗ては（iam）眞（tute） 
白て・かったが,次第次第につやが無く成って 

黄色味を帶びて來たのて・わる。先生の碧い眼 

"心の好いのね示してゐた。生徒達が失敬に 

も「復活祭（pasko）の卵」（ovo）^呼んでゐみ（丄 

げ頭"窓掛の無い窓から這入って來る朝日に 

照りのであ“

註〇 niarjuna; barbulo, barbo あごひげの 

あるulo人〇ほほひげvangharo, 口ひげ］ip・ 
haro,まゆげ（眉）brovo,みけん inte/brovo, 
,patro-barbulou任何か故事來歷があるだら 

う过思ふけれごも私（［知らない;klairigi明 

解なみLめろ,明かにする,estis klariganta, 

說明してゐみ所て・めったis, estis klarinta說 

明し了った所でおった;原文には上記de
klinacio （I deklinaroさなってゐみが作者 

Privatの誤りで二れはdeklinacioでおる〇 

deklinacio （H エスの oficiala vorto でめろ。 

dek 1 inacio = kazaro de nomoj, adjektivoj k. t. 
p. fBoirac）, gramatika ŝanĝo de rsubstntivoj, 
adjektivoj kaj pronomoj laŭ kazoj kaj nom
broj （Kabe）,格及數による名詞其他の語尾變 

化である例へぱ

Noininativa kazo, Melisa tub!〇
Akzativa kazo, Mensan^ tablo/i
Genitiva kazo, Mensan de tablo

Dativa
Ablativa

kazo, Mensac al tablo
kazo, Mensa per tablo

二れ（I名詞の第一變化單數の部分でわみが複 

數になれば82化が異め更に第二變化,第三 

塑化等ラテン語の名詞の語尾變化（エ複雜にな 

ってゐtの變化もdeklinacioさ云つア:ので 

める;iom post iomいく分づつ,次第次第に, 

投々に;bon1 korpeco ; maF respekte 侮辱して; 

legantoj; Paska ovo, Pasko は復活祭でキリ 

ストが十字架にかけられてから三日目に甦っ 

た其のよみがへりの［］を云ふので，この口に 

は卵も配るものさみ龙®我國でも□曜學校 

の生徙がこの日に彩色した卵を貰ふのも見受 

けみ 何故卵も配みねのかは私厲知らない, 

Pasko仕二つの意味がめんー（よ復活祭さ云

ひ，他（I通過祭（スギコシノイハ匕）イスラエ 

ル人のエジプト脫出紀念祭でわあPasko （X 
pasadoの意も持つヘブライ語から出たもので 

めろ;sunradio口光;enkasi入れてや】ai 
=ne deteni, jicrrnegi 妨げない，enlasi 入るを 

妨げない，Li ellasis ekkrion彼は思任す聲を 

出した;senkurtenan

Lupus, lupi, li diris per sia 
laŭta kantema voĉo, discipulus^ 
discipuli, jen du substantivoj de la 
dua deklinacio, la lupo k:y la 
lernanto. Ili finiĝas nominative 
J）er -us〉dum la substantivoj de 
la unua ••…Rigar ! vi dormas； ĉu 
ne ? stariĝu ! Kiel finiĝas la sul>- 
stantivoj de la unua deklinacio ?

先生仕歌ふやうな人聲で云つ化,ル・デス,ル 

匕,ディスキプルス,ディスキフ•リ,さめ二の 

名詞二つけ第二變化だよ,狼さ生徒,二の主 

格の語尾は・U8でおる沪,第一藝化に屬する 

名詞の語尾任 リガル!お前眠てゐろな, 

起て!第一變化の名詞の語尾厲ミ•うだい?

註。kantema歌も歌ふやうな調子づけた 

ヾ〇&>;前註て仕第一變化在》Mensaでckzemp- 
］〇を示して置い了:が,lupu^で第二變化も示 

せ（匚（單數）。 …•（
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Nom. 主格 I^upus Lupo

Akz. 目的格 Lupwn Lupon
Geri. 所有格 Lupi de Lupo

T)aV 與格 Lupo al Lupo
Abi. 奪格 Lupo per Lupo

Lupus =-lupo; disciplinus =ゴ!ernanto ； Hi
finiĝas noruitative per........ この二つの名詞(匚

主格のざ》……で語尾沪終i (finiĝas') ； dum 
然ろに;Kiel finigas........ごういふ風に終み

か，語尾の無化はごうであるか。__________

Rigar, penante kaŝi teruran 
oscedon, stariĝis silente kaj ekri
gardis la profesoron・

—Vi skribu tion ĉi kvindekfoje 
por morgaŭ: nauta, naŭ tae; insula, 
insulae, en &qj kazoj !

Rigar residigis gra t 艮 nte sian 
orelon. ； ， 1

ゝ)がノレは恐ろしくCこたへ切れない)おくび 

¢もやつこ(pcrumte)力•くして，無言のま、起ち 

わがり,先生にちょいざ視線を向けた。

——お前はめ い:まで二れ花五十度書いて 

來い,nauta, nautae C舟 sipo の意)insula, 
insulae (島、insu】〇の意)を各格變化も全部 

3j)!
リカ・ルは頭をかいて，(耳も摩り乍ら)坐っ 

た。 …… ' 1
peni〜i苦痛もしのんで〜iする，やうや 

くのコざで〜する;terura任おくびが猛烈に 

出たくて仕樣心、さいふ意ご思ふ，おくびす 

み过先生にしカ■られるから,それで恐ろIい 

さいっむので(Iないだらう;oscedoあくび, 

tuso咳;staras立って居み(狀^), starigas立 

ちあがる，starigas立たせみ;skribu tion ci任 

nauto, insulaの變化を指す,次ぎのものを冷 

け;por morgaŭ明口の課集の準備に;re'si(l'・ 
igisまたもざの如く(re)坐つ了二; en ĉiuj kazoj 
總ての格變化に殛化 い:ものも皆，單數複數 

五格づつ合計十通に變化すろtのむ皆。

Discip idus， discipuli〉 di scipufum 
・.・・ kante klarigis la instruanto. 
Karlo pripensadis dormeme・ Estis 
tiel varme・ Je kio utilas la lernado 
<lc la latina lingvo ?li pensis・ 
Neniu ĝin parolas nun, lia patro 
diris ・ Tamen pri ĝi estis io 
ni is Lera, io antikva； kiu plaĉis al

Karlo. En la latina lingvo estiis 
ĉiuj malnoviij surskriky()j, sur la 
muroj kaj en la preĝejoj ・ しa 
sinjorinoj ne komprenas la latinan 
lingvon, nek multaj aliaj j)ersonqj・ 
Lfi pr()ĝ(ĝ kaj la meso en la 
katolikaj preĝejoj estas latine 
diratnj ・ Suj)cr la pordego de 
Fmuzeo estas latinaj vortoj・

ディスキプルス,ディスキプリ,デ4スキプ〃 

ム・•……ミ先生は調于つけて(kante)說明して 

ゐみ，カルロ任,眠たそうに考へ込んでゐた, 

馬鹿に(tiel)暑い口だった。ラテン語を勉强 

して何の役に立つ(utili je kio)のだらう?ざ 

彼は考へた〇今で任;の語も使ふCparoli)も 

のけない芒父梯任おっしやっむ。けれごもヲ 

テン語には何んごなく (込)神妙な(mistera), 
何んさなく古びた(antikva)カルロに氣に入 

^(placas) tのがめった。壁や禮拜堂におみ 

昔の書かれたIの(skribajoj)仕皆(diuj)ラテ 

ツ語で書いてわる。女厲ラテン語が解らむい, 

他の多くの人もまた解らない(nek)。カトH 
ック敎會で厲お祈や,彌撒(ミサ)任，ラテン 

語で行はれる。博物館の門の上の處にはラテ 

ンの詞がある。 ・ * * *

Kante歌も歌ふ樣に調子もつけて;Neniu 

ĝin parolas nun........以後はkarloの頭の中に

展開すみ想念;suドskribejo看板,表札 碑銘

Dum Karlo pripensadis, lia 
najbaro Mau pacientĵe laboradi& 
Per sia }M)ŝtranĉilo li jam engra
vuris sur la benkon sian t utan 
antaŭnomon kaj nun komencis 
grandan M.・ Sed iMidanrinde lia 
tranĉileto estis tro delikata； kaj 
subite ĝi brue rompiĝis. Tiij 
ĉiuj alturnis la kapo n.

カルロが冬へ込んで居み間に(dum),彼の 

隣席(najbaro)のマソは何かこつ二つCpaci- 
encc)やって居た。小刀でCper---pos,tranĉi- 
1〇)彼(I腰掛の上に(sur la benko)自分の名前 

な》すっかり(sian tutan antaiinomon)彫り込 

込んでLまって(jam engravuris),今や(nun) 
大きなMざ云ふ字な彫り始めた。が殘念な 

事にCsed bedaŭrinde)彼の小刀は弱過ぎて 

(tro delikata)急にポキンざ折れてIまっか
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Cbrue rompiĝis^直ぐに皆はその方に頭な向 

け fcCarturnis la k apon \
Poŝhorloĝo懐中時計;benko長い木の腰 

掛，seĝo獨り坐る椅子，apog^ĝo肱掛椅子, 

kanapo數人坐れる長い腕掛椅于,sofo安樂 

椅子;an!automo基督敎名(洗禮の時に命名 

される名:；delikata弱々しく 一寸觸っても 

二はれ相な繊細K, delikata sano蒲柳の質, 

delikata homo感じ易いもの柔な人〇

La majuna profesoro malrapide 
alpaŝis<

—“ Man, knabo mia, mi devos 
vin severe puni. Kion vi skri
bas ? ヾian nomon ? Malsprita 
amuzaĵo! Morgaŭ vi ne scics 
ion pri la dua deklinacio. Tiuj 
benk(j estas en terura stato, 
ĉiuj estas gravuritaj ; vi ne havas 
ioni da respekto al la licea me
blaro.^ Li ekpromenis tra la 
klaso. a Stanen, ankaŭ vi skribis 
vian nonion kaj ĝin per makuloj 
ĉirkaŭigis! Delasar, vi desegnis 
tiun ĉi vizagon, ĉu ne ?"

_______________〇 ' )

邮さった先生任ゆつくりやって來た(af- 
paŝis)。 ’

「アソよ，私仕お前か嚴虽に®ヾere)罰さむ 

ければならないだらう。何もお前は書き込ん 

だの枝。お前の名前か〇 rらない惡戯だ 

(maFsprita amuzaĵo3。明Hになってもお前任 

第二變化(】8 dua deklinacio)が一寸もわから 

か、事だらう。ニれ等の桜掛はひごい事に 

(en terura stato)なって居る〇ĥれしこれし 

彫り付けられて居る(ĉiuj........ gravuritaj)oお

前任學校の道具(licea mebllo)を一寸も大事 

にしない(ne havas ioni da respekto)。J 彼は 

級中を歩きまはり始めた(ekkomencis%「ス 

タンネン，扫前I (ankaŭ vi)名前を書*込ん 

だな。しかt Ckaj丿そのまはりも汚してしま 

った(per makuloj ĉirkaŭigisjoデラサアル，此 

の顏(vizago)を描いた(desegnis)のけお前だ 

らうne)。」

Sur ĉiuj benkoj estis efektive 
desegnajoj kaj gravuraĵoj diversaj. 
Estis tre antikva kutimo de la 
liceaiKj, engravuri sian nomon por 

lasi memoraĵon al la posteuloj. 
Lamiral iam trovis la nomon de 
sia onklo sur la benko de Rojs.

實際(efektiヾe)ビの腰掛にも色々な(div叶 

曲j)繪(desegnaĵo)や彫り物 Cgravuragĵo)がし 

てめった〇後輩(poste"〇)に紀念物(memor
aĵo)^ 殘さうざ(por皿り自分の名を彫りつけ 

みのがこの中學生(liceano)の古い慣列(an
tikva kutimo)であった。ラミラノレ(工曾て 

(iam) ロイスの腰掛の上に自分の叔父の名を 

見付けた。____________ ___________________

"Kahn, knabo mia, kion signif
as tiuj literoj A. N・?

Tuj Vuanzo murmuris: Estas 
la nomo de lia amatino ! ” Kaj 
rideto ekflamigis trn la tuto klaso, 
dum ruĝiĝis Kahn ĝis la oreloj•

「カアン,そのA. N.ご云ふ字け何の意昧

か」。 ゝ• •…」

直ちにヴァングは口籠りながら云った 

(murniuris)o「彼の惣人(an/at'ino)の名で 

す。」すみミ級中に微笑が(rideto)湧き上っ 

て(その間dum)カアン(Iまつ赤にみった 

(.1 ugigis ĝis la oreloj)。
・ヽ' ・・ .

" Mi opinias, ke mi devas vin 
ĉiujn puni/- diris la profesoro, 
daŭrigante sian promenadon inter 
la benkoj. u Kvankam tiuj t abilioj 
そstis tre malnovaj, vi estas tamen 
ĉiuj kulpaj, tre kulpaj. Nur 
bubeto kaj malsaĝuLj tiei amuzi
ĝas anstntnii •…•"

「私は君達一人一人も罰し (pusi)なければ 

ならないさ思ふ」(opinias)。芒先生(I云った, 

朦掛の間もちち:ちI績けながら310小心 

ante sian promerfadon%. Pt そ の板 (tabu・ 
Joj)は古い事は古いが(kvankam-••…malno
vaj), い•し(tamen)君達はみんなよろしく 

ない非常によろしくない(tre kulpaj)。その 

様な慰みをすiCtie1 amuzigas)のはいたづら 

つ子(bubeto)や馬鹿者(maiはgho)だけで 

(iui)........ Jo

Subite li haltis pal iĝante antan 
la benko de Gardiol• • • • Dum 
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longa tempo li silentis. Lm 
vizaĝo estis blanka. Liaj okuloj 
ŝajnis ligitaj al la tabulo de tiu 
bĉnk〇. Neniii en la. klaso kuraĝis 
moviĝi an eo spiri. Liaj palpebroj 
videble malsekiĝis・

急に先生は蒼くなって(parlante)力・ノレデ 

4才,レの腰掛の前で立止つt：Qialtis)oしばら 

くの間(dum longa tempo)彼(I默って居た〇 

先生の顔にまつ着(bl的X)でかつ了二先生の 

眼(工その腰掛の板に結びつけられた(1仗';協) 

樣であった(ŝajnis)o級のIの找議t動かう 

きも(moviĝO或技息しゃうミ(spiri)さへし 

(&)しなかった。先生のまぶた(palpebroj;{X 
明 !： fideble〕濡れて來た(mal'sek'igi<)。

單語

—I. ignori
綴りが似ていてし.英語でフランス語でそ 

の意昧な異にする單語がかなリわる。To 
ignoreざignorerはその一例〇英語では「無視 

する」さでもゆうほご强いが、フランス語では 

「知らない」位。そ二でEsp.のignori (よごつ 

ちかさちよっさまごつく。Boirac |I(X n vole 
"sdi", Kabe "ne scii"こめちが.お

そらく兩標に使われ^:のであろう。しかし、 

Grofjean-Maupin氏の 指揮のもさに しingva 
Komitatoの共同統幕になるOficiala Klasika 
Libro (1924)に(工

Tute ne estas samsignifa, kiel NESCII; 
signifas nur : intence ne atenti, ne voli koni, 
sujnigi kvazaŭ oni ne scias.
过次)ちからangla sencoの方がpreferindaの 

ようでわち。(ついでにこの〇・K・し(I 
Universala vortaroの誤譯花訂すざ共に第一 

回、 第二回.第三冋のOficiala Aldonoに佛、 

英、獨で適確な譯語を與えてゐる。そのうえ 

今例にめげたような■や、もすれば問題なお 

!しやすい單語についての親幼な注意がのっ 

ている。現在のEsp.辭書の最高權威ざして 

その烤讀をおすすめしれ、〇)

2. demofistracio
英、佛語なごで仁數極の意味がわら單語t 

l?sp.にな U 一種位しか持っていないのが 

おる〇 例 demonstracio. .・ れは O.K.L.によ 

みビdemonstrado (Pruvo)ミあみ、しかI 
雜誌なごではmanifestacioのっしりで使って

"Knabcjj, li ekdiris per mal
laŭta kaj t remanta voĉo, tie estas 
gravurita ia subskribo dc・・・・ mia 
patro.

De tiu tago, karlo havis grand
an amon al “ patro barbulo."

「諾君(kuboj〕」ミ彼(I低いふみ丸を帶びた 

聲で云い出い:。「そ二に彫り込んであみの 

(I 私の父の署名〇b'skribo)ですJo
その日かĥ de t:u tago)カルロ (ITひげわ 

やち.」が非常に好ミになった。

【注意】この註黑任故松畸君の遗稿ですが 

其の中・*・印以下“編者の補講せら1の。

雜話
L 川 崎 直一

ちるのね時々見かける。又〇pozicioは政治上 

の反對黨の意昧に用いよさめる。

3. idiomo
英語を妞っているため、か丸ってわざわい 

花うける例。「熟語・慣用句」(X Esp.では 

idiotismo でめって idiom 〇でない〇 idiomo (I 

lingvoも意味すろ〇

4. analogo
总味け全く同じでヽた・その綴りが二種行 

われていたのが、最近でのミ•ちらかに決まっ 

了:のがあ i 〇 analogio, nekrologio がすて bれ 

て、analogo, nekrologo が しingva Komitato 
によって認められt; 〇 intuicie过intuitive {X 

また•兩方さも使われていち。

5・ domage
"I ain sorrynの場合口本人はたいてい"め 

daŭrinde9,ばか・り使っていろがKabeにIわ 

ろ如く " damage estas, ke —•"なごこちっこ 

言って見たら芒•うかむら。もちろん二の二つ 

のEsprimojの使い方は全く同に;iはいま・ 

いが…••…〇 ' ゝ

6. iomete - : 八］

:れ仕日本人ほいったい亂用すi傾向がち 

る〇 Mi volas trinki iom.で充分だろう〇

7. avanco
位なごが「舁進する」のなごうesprim iす 

るがよいだらう? Kabeにavanso, Boiracに 

avancoがおみが今度の\ViisterのEnciklop

edia Vortaroには二の單語(I省力、れて力み。
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(9) 梶 弘和譯註

Kiam aperis granda nigra nubo, 
tiam oni havis impreson〉kvazaŭ 
la maro volas diri: " Mi aĵikaŭ
povas aspekti malserene ! " Kiam 
leviĝis vento〉tiam la ondoj krispi
gis kaj montris sin on vesto el 
ŝaŭmo. Sed kiam la nubc)j ruĝi-- 
ĝis kaj la vento kvietiĝis, tiam la 
maro fariĝis kiel folio de rozo; 
jen ĝi aspektis verde1, jen blanke, 
sed kiel ajn senbrua kaj t ra likvi la 
ĝi estis, ĉiam tamen ĉe la bordo 
estis ne granda moviĝado ; la akvo 
leviĝaclis malforte, kiel la brusto 
de dormanta infano.

大き”・黑い雲(.nubo)が出て來ます「海は 

「私7："って不氣嫌(mnFserene)な顏もする」ご 

いふやうに思(ĤれましJ： (oni havis impre

son)〇 風が出て來ますざ(leviĝis)波はち£れ 
みなは

ヱ(krisp遐!s)丞泡Csiiŭino)の着物もつけまC 

た。でも證が赤くなって,風が靜まりすご -- u 
(kviefiĝis)海は薔薇の葉のやうになり，時々 

(jen)青くかったり,時々(jen)白く見龙たり 

しました3pektis)。でもざんむに(kici ajn) 

鏗矿I二(sen'bma)落ちついて(trankvila)ゐて 

い岸邊で仕いつも小波が需ぜてゐました 

Cestis negranda mov^iĝ^do)〇 海の水は眠っ 

てゐる(dormanta)子供の胸(brusto［のやうに 

かすかに(maFforte)波打って居リました。

oni havis impreson「、あたか も....のやう

な)印象を持った」が直譯。

malserena serena, 朗かな，晴々Iい;靜か 

な,穩かなa malserena,陰欝の,暗然た 

ろ;騷がい、,充つぼい，怒りつぼい。 

aspekti ........ 壬見もち、.... の觀を呈す。

leviĝi levi,めげろ,起す。!eviĝi, がみ 

起る〇 c=sin levi 〇
krispigi krispa,縮れたる，大きく皺のよれ 

ろ，波立てる。krispigi,縮れる,皺がよれ 

る,波立つ。

montris sin en vesto el ŝaŭmo「泡で出來 

Aた着物をきた口分を現は い:」が直譯。
Ŝi jen plorus, jen koleras 泣いたり,怒っ 

たり。

Li parolas aŭ ruse, aŭ germane. 露 两亞 

語で話したり，獨逸語で話Iたり。

Li parolas nek ruse, nek germane. 露西亞 

語1話さぬし，獨逸語も話さ)〇。

estis negranda moviĝado「大き くない動き 

かあつねが直譯。

Kiam la suno estis tuj subironta, 
Elizo ekvidis dek unu sovaĝajn 
cign()jn kun oraj kronoj sur Ia 
kapo, flugantajn al la bordo; ili 
ŝvebis unu post la alia, tio aspektis 
kiel longa blanka rubando.

お口さまがちゃうざ沈まうミして(Sub

konta) ゐた時，エリーゾ厲金の冠もがぶった 

(kun oraj kronoj sur la kapo) 十一羽の野の 

白烏が岸の方もさして飛んで來ろのな見まし 

た〇 —羽一羽ごあごからつヾいて(unu post 

】u alia)飛んでゐ〇 (ŝvebi;のが長い白いゝ)ホ 

>2(rubando)のやうに見龙ました。

tujすぐに,今將に。

Muj antaŭ la nazo. つい鼻のさき〇

tuj post la pordo. 丁度戶のかげに。

mi estas tuj vizitonta vin. 今君のミニ 7ゝ 

へ行かうざしてゐたここだ。

La vaporsigpo „Tcnjdu estas tuj forironta. 
ヽ天洋丸厲今將に出帆ぜんざしてゐる。

Ŝvebi空高く飛ぶ,飛翔す，舞ふ(鳥が翼を 

動さず匚て飛ぶ〇



164

Tiam Elizo iris supren sur la 
deklivon kaj kaŝis sin malantaŭ 
arbetajo. La cign（）j malleviĝis sur 
la teron tute apude de ŝi kaj frapis 
per siaj grandaj blankaj flugiloj・

その時エリーゾ（ヱ茨1dekliT〇）ものぼって 

藪蔭に Cm al antaŭ arbetaĵo）か くれま L /-〇 A 

島任エリーリのすぐそばに（tute apude de 

•…•…）おりて來て,大きな白い羽をばたばたや 

りました。＜

arbetaĵo a bo,樹〇 arbeto,小樹,灌木〇 

arbetajo,灌木の林,藪。frapis per........
flugiloj「大きな白い翼で打った」が直譯。

Kiam la suno subiris sub la 
akvon, la volvokovr＜）j subite falis； 
kaj tiam montriĝis dek unu belaj 
reĝidoj； la fratoj de Elizo. Si 
laŭte ekkriis, ĉar kvankam ili ec 
multe ŝanĝiĝis, ŝi tamen sciis； kc 
tio estas ili, ŝi sentis； ke tio devas 
esti ili; kaj ŝi saltis en iliajn 
brakojn； vok s ilin laŭnome； kaj 
ili estis senfine feliĉaj； kiam ili 
ekvidis kaj rekonis sian fra tineton〉 

kiu nun estis tiel granda kaj bela. 
lli ridis kaj ploris, kaj ili baldaŭ 
reciproke klarigis al si, kiel mal
bone ilia duonpatrino agis kontraŭ 
lli ciuj.

お日さまが海の中に沈みますき（subiris）, 

白鳥の羽がばったり3bte）落ちて,十一人 

の美くしい王了・が，エリーゾのお兄様たちが 

現任れま い:（montT请is）。ヱリーヅ（エ大きな 

聲で（laŭte）叫びま・しt1〇それは（衍リお兄樣 

たちは大へん城ってゐました（虽昭认）が,そ 

れでしお兄樣たちだざわかったからでIた。 

それ（［お兄樣たちに違ひないミ思ったからで 

い:。そ匚てエリーゾはお兄樣たちの腕 

（brakoj）の中にさび込んで行って（saltis en 

....）一人一人名を呼びまLT： Cvokis）0お兄 

樣たち任その妹が今任大へんに大き ＜ なっ 

て,美しくなってゐるのを見ていひゃうなく 

（sencime）嬉しく思ひました。みんなは泣い 

f:りploris）笑ったりしまIた（ridis）。そC 

てみんなC!お互に（reciproke）ぢ孑に（baldaŭ） 

まゝLいお徉さA/ （duonpatrino）がみんなな 

ごんなにひごく したか（malbone agis）さいふ 

こさがわカ' りまし2：（klarigis fd si）〇 

volvokovro volvi,卷 く 〇 kovri,覆ふ,被せ 

る〇それ•でvolvokovro （i「卷き覆ひ」で, 

繼母の蒐法で王子たちが白鳥に峻らされ 

てゐろ。つまりその島の姿が王子たちも 

「卷・かぶせて」ゐるご見たのであみ。

!
Vi devas fariĝi Esj）erant-sto. 君仕エスペ

ランチストにならなければならぬ。

Li devas esti Esperantisto. 彼（エエスペラ 

ンチトに違ひない。

laŭnoiue名前に依って〇「彼等を名前に依 

って呼ぶ1ざ（よ「彼等の名を 々呼ぶ」: 

ざ。
'senfine終りなく,際限なく。

ili ekvidis kaj rekonis........ bela 直譯するミ

「今（工非常に大きく美Iい自分たちの妹 

を見，それも妹ミ见識った（rekonis）。 

rekoniは「見分けみ,認む」の意。

klarigis al si「自分に說明した」さは「わか 

った」の意。
〔以下次戟〉；」

萬波を越えたエスペラントの詩

每春世界エスペランチストの視聽を集め 

み西班牙のBarcelonoに開かれみu Inter
naciaj Floraj Ludoj n二そ（て古代希臘の 

Parnaso山における文藝競技大會に模し 

て創められたLので本年度の同Ludojの 

當選者の中に“ Heroldo de Esp・“の主筆 

Teo Jung氏がおゐ〇その詩仁

“ Alta Kanio de la Amjo ”

ご云ふのだそうで京都の熱心な同志央戶 

圭一君が5月27 ［］偶然Barcelona放送局 

からTeo Jung氏白身で同詩も放送い: 

のを受信されたそうでわる。それによみ 

过

Alte super la abismo
Roko kun ruino pendas，
Rankoj korvoj cirkau.ffrakas}
Kaj enfendoj verdoj plendas ••…

（以下空電のため聽取不能）
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質 疑 應 答

♦1.Fundamenta Krestomatio p. 74.1.14. 
Ja tempo de la servuta rajto の譯Juasa） 
◎答servutoざ（1中世歐洲に見た所の股奴 

•の役務を云ひ■虞奴の事（I servutuloミ云ひ

ます。農奴は地主の所冇物ざして勞役するI 
ので法律上の人格なし/〉てゐなかったもので 

servuta rajtoは農奴を所有I使役する地 

主（bienhavanto）の權利です〇】a tempo云を 

は單I:農奴制度の時代さでも譯い:らよいで 

せう。

♦ 2 •同書、p・ 75,1・18,li montis の火に（H 

.objekto 省いてありますか。省いてないな

らぼ何がobjektoですか。（同上）

◎答 關係の文は Kun kolero li montris 
supren kaj malsupren.でめりますが、ニの文 

|：（I objektoが本來ないのです。あるべきも 

のを省いたので肚わりませめ。文意厲說明す 

るまでもなく「彼任怒って天を指I地を指し 

た」こいふ二芒です。H木文では偶々「天」ミ 

•か「地」さかいふ物がobjektoの觀を呈します 

・が、一惓montri疋いふこミ（I通常「示す」さ 

譯しま1て人の視線（無形物に付て4注意）を 

惹いて着眼（留总）させ い ミです。Li mont
ris Ja pordegoh・ しi montris afablecon.等〇 從 

って通例はobjektoな持つ二さが多いのです 

が、本文の樣な場合に（工構文上objektoは不 

必要です〇 montris suprenミ（こ上の方に向っ 

て人の視線も慈 < ざいふここであります故、 

これで完全な文であみのです。一储或る語（エ 

他動詞であみが故にobjektoを必耍ざし、或 

壬語（エ自動詞である故にobjektoな用ひず、 

且つ受身形“作れめさいふ様な老へ方は口然 

語にはあち:ビですがエスペラトンに於て（エ 

無用の二ご芒思ひます。エスベラントの文法 

仕その樣な窮屈な拘束を致しませぬ。要任意 

昧を爲Ĉ且つ蔵妹が適確に表れるか否かにわ 

ります。例へばU amis.（彼は戀を匚た）Li 
manĝfe.（彼は食を取つ'f：）等仕何れも完全な 

文でわってobjektoな3が故にZを非文法的 

なりさ云ふ二ざは出來ますまい。又さiaĉetis. 
（彼女は買物ない:）、仕之れだけでよいので 

ion又はaferojn等む省略したものこ見る必 

要任ないのです。

♦ 3-同書 P- 76 1.14. unu al la dua の譯を〇 

R・0・の二月號にunu aいの說明が笑話註譚 

の項に出てゐまIたが】a duaていふの（1見 

當りませんでI 7:が・や（丄り二れ“二人の場

合ですが。（同上） ヽヽ

@答unu al la aliaミ同じ意昧で兩人互に 

さいふ3,さです。「互に」さいふ意昧な表はす 

旬に任必ず（Ia） aliaも用ひりばならぬれ、ふ 

規則はありません。か、る間顋は元來文法の 

か、はみ範圍でなくして語の選澤の問 

ります。lacknも選ぶこミは文法上談なりこ 

すみは甚だ固陋の見です。

♦ 4-同書 p・ 77,1.14. kaj al ĉio の cio は
何ですか。（同上） ；

◎答al ĉioで「一切に加へて」「捣て、加へ 

て」「:bまけに」の意味。«〇 （Ĵ之ざ云ってき 

まつアこものむ•捋すご見なくさLよい。强いて 

云へはその文のne povas trinkiや ne scias 
ludi等もひっくみめた匕のご見ても宜しい。

♦ 5-同書 p. 78,1.4. Sed mi ne povas re
preni el via serva libro mian ateston pri via 
nepuremeco.の歸を〇 特に serva libro 过（X 
何ですか。蚊支計算碾か何かの樣にも見え土 

すがこうですか。（同上）

◎答譯「IかじわたL任お前の奉公H誌カゝ 

らお丽が不潔な一向構はぬさいふ證明を取消 

すわけに（Iいきません〇」serva libro （I ser- 
vktinoの勤務の記錄で、之によってその勤惜 

花調べる資料ごするものでせう。• ： .•厂

♦ 6.同書 p. 79,1.15. Prezentu al vi の譯 

む。（同上）

◎答Imaguミ同じ様な意昧です。「まめ. 

考へても御覽二「試みに想へ」ざいふ樣な意 

味。直譯する汀汝自身に現示せよ。」卽ち「眼 
前に想ひ浮べて見よ」の意J " *

♦ 7・同書P 79,1・17・survangiの总昧〇 

（同上）

◎答vangofrapoミ同じく、「頰在・锻るこ 

过」「ビンタ」

♦ 8・ 同書 p. 80,1.17. ĝi estas ja multe pli 
enspeza, ol la ofico de kuiristino. の譯4・〇 
（同上）

◎ 答「その方（oGco de nmri^tino）が板前の 

仕事:ofico de kuiristino） 4»し・tおより ズッ 

さみいりがい、ぜ」〇

♦ 9.伺書 p. 81,1.li. Ila, efektiva domaĝo
の萍を。（同上） -

◎答「まア、さりミはホソにお氣の靠むこ 
さ。」ヽ.……ゝ—:お 

♦10-同書〇 p. 95,1.17. Kvara gasto の 

^varaの前にU□不要なりや。（同上）•
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◎答むくさも差支めりません.前文によれ 

IX tri gastojが旅館に泊ってゐち。そ二个し 

う一人gastoが來ア:。卽ちgastoが來 

讥。而してそれはkvaraに當みからkヾara 
gasto 云ったまでの二さです。順序を示す 

形容詞でも!aを付けなくざLよい場合は隨 

分あります〇例へIてMi jam manĝis du pecojn 
da kuko. Tria estos superflua.の場合に Tria 
の前にlaも付けら必耍はない。三つ目に食 

ふかしIれQ kukoは殘る多くのkukojの 

中のぎれでもよい。卽待定してゐないのだか 

ら!aを付けなくさもよい〇否、付けるこさ 

（I superflua です。之に反 L Jen vetkuras 
tri studentoj・ しa tria ŝajnas jain laca.さ云ふ 

場合のしa triaの冠詞は省く譯にはいかない。 

♦11.同書 p. 94,1.2. Tutan serion da jaroj 
li sendekliniĝe iris al la elektita celo.の sen- 
dekliniĝeざは何ですか。（龜井敬治郞〉 

◎答 sendekliniĝe = pen de-klin-iĝo で、わき 

目もふらずにの意。dekliniĝo [I <9まに傾

く 事。. *

'♦12.同書 p・ 32& “En sonĝo --の中の 

五行目"De 1'patro de 】'via la krono.是 

（!「貴女の父の冠」さ云ふ事ですか。（福西 

俊和）

@答筑說の通です。patroの次に，を補っ 

て考へて御覽なヨい。via （I via patroの略 

で、同じニさを二つ繰り返したのでせう。 

Ucineの原文にけ

"Ich will nicht deines Vatcrs Thron, 
Und will nicht sein Zepler von Goldc, 

ミめります。

♦13•同書〇 p. 37,1.1.petis lin solvi の 

solvi （1solvuさする方が 正しいではありま 

せんか〇 （B・Juasa）
@ 答solviの方が正しい〇 petis lin, keli 
golvuさすち場合（エsolvuを用ひます〇

♦14.同書同じ場所のLu fripono iras ĉiam 
antaŭe, kaj la ekzekutisto lin sekvas, ••-过!1 
何のニミでマか.丸で方角ちがひのこミも云 
ってゐる樣ですが。（同上〕 、'・

©答前の文によるミ辯護士ミ書者がお互に 

ごっちが偉いかな云ひ爭ひ.結局その裁きな 

詩人にまかせた所・詩人が上記の如く答へた 

さいふのですが.要するにその意昧は「ごっ 

ちがミ•っちミI云へない。强『て云へば惡者 

（fripono辯護士も諷す）が先に立って行き、死 

刑執行人（ekzekutisto醫者を諷す）がその後な 

追ふのさ。」 ..

♦15-英語の】Iow long隹エスペラントで

Kiel longa 又は Kiom da longeco ざ云まへ 

すか〇 例へば Kiel longa estas tiu ĉi rivero? 
Kiom da longeco havas liu ĉi rivero ? ミヱ 

へますか。（失名氏）

◎答御說の通です〇 Kielは「様式■方法」の 

外「程度」を表任す相關詞ですから。但I單に 

Kiom longa ?さしても誤ではないでせう〇長 

短は數蜀の一種ですから。

〇 !6- Fundamenta K. p. 28, a La virino 
eliris sur la bordon seka el la akvo （de tiu ĉi 
ternpo la virinoj ĉiam eliras ^ekaj el lfi a加り）''・ 

さけ一體何事でせうか。（龜井敬治郞） 

◎答女は水から岸に上ったが水が切れてゐ 

化、身縊が乾いてゐた。（それ以來女はいつも 

水から出ちご水が切れてゐち）さいふ:io 
そのax®（1わかりませんが文意直さういふ事 

です。總じてlegendoなビ仁理屈にあはめ事 

が多いのでてから一々詮議尢てしてゐて（i切 

りがない〇 sensencaĵoさして讀めばよいので 

强いて】理抵〇で押し通せなくさし苦にてる 

ここ（工ありま'すまい。

♦17. E. Privat: u Vivo de Zamenhofn p. 
lliの"Divide ut imperesの御說明な乞 

ふ。（失名氏）

◎答「分離して統治せよ。」さいふ意昧のヲ 

ティン語です。

♦18. K. 〇.五月號本糊の6・に就て再贯問 

I ます〇 Puŝkin. 4< Tri noveloj v p.10. ŝi mal
gajnis al la duko Orleans je honorvorto iun 
grandan sumon.の譯仕同號によれば口約束 

の端事ざされてゐます。所がK. 〇.第六年第 

四號所載同爛に小坂氏は「實際.ほんざの所」 

ミ莒菜に念を押して云ふ揷入句であるさ答へ 

てゐます。兩氏の御答にかなり相違がおみ樣 

ですが御示敎を。（勉井敬治郞）

©答御不密御尤です。記者はmalgajni i 
いふ語がちみから「約束」ご見み方が適當さ考 

へたの*です〇 F・ K. p. 44. Virineto de maro 
中の je vorto de honoro の場台（エ honorvorto 
ミ同じ二さですが、前後の關係上小坂氏所說 

の如く「ほんこうに」さ解するの外はないさ 

存じます。記者厲姑く疑も殘して廣く讀者議 

賢の御垂敎を待ちます。唯參考迄に英•隣・佛 

の諾語に於いて之に相當する語の譯を下に掲 

げて置きます〇英:word of honotir名譽に 

かけてないころ約束（井上英和大辭典）.

Ehrenwort名賽に賭けての言及的約束（登張 

新式獨和大辭典）、佛:parole d^onncur武 

士の一言・君子の一言（範模佛和大辭典）。

（Jf L）ゝ
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BIBLIOGRAFIO
（新著

▲VERDA MATENO, de Ilirokazu Kaĵi;13x 
10 cin, p. 36; prezo ¥ 0.30; eid. de E-to 
Kenkju-sa, N-ro 9, 2 - Iome Motozono-^o 
Kojima^^-ku Tokio Japanujo;1926・

（菊版三十六頁、定價參抢錢■束京市麴町區 

元圍町ニノ九エスベラント研究社發行）。

Kursa legolibro eldonita en oportuna kaj 
bo n impresa manier 〇・ Specialan valoron ni 
trovan en ĝia enliavo, ĉar kelkaj famaj japanaj 
literaturajoj estas bonstile tradukitaj de la 
verkinto ineni. Konvena «losilo ĝi [ ovas esti 
zi orientsopirantoj・

梶弘和氏新著題じて「綠の朝バいふ，正し 

く眼覺むみばかりすっきりした裝釘で各國の 

代表的な模範エス文な集め加ふるに本邦古今 

の文藝物を譯し丁度講習用書を終へた程度の 

初學者を飽きさせず續けさせるに絕好の講習 

讀本であな。從來此種の本が乏Iいので「佛作 

って魂入れぬ」感のあったミニろへは読へ向 

きでめる。軟かな感じの骼裁良い本で酉E列の 

工合など總べて趣味本位ざいふ所任氏の多年 

體驗上得られた新機軸であらう。

▲VIKTIMOJ, Romano el la vivo de siberiaj 
militkaptitoj, verk. de Julio Baghv ;13 X 10 
cm; p・162; prezo nemontrita; eid. de Hun
gara E-to-Instituto, Budapest, 1925・

シベvヤに於ける捕虜生活も描いて戰爭の 

犠牲者もして呪を全世界に訴へさせ化もの。 

し^t戀おり葛藤めり筋t相當面白く文章も 

所々變な單語が眼ざはりむのご誤植のあちの 

を除けば先づ上等。エス語原作小說ざいへば 

英國か獨逸の專賣の樣でわったのにプタペス 

トで氣勢を揚げたのは痛快。銷夏の好讀物过 
いふべきであち。

▲VERDKATA TESTAMENTO, de Bavmond 
Schwartz;10x3 cm; p.124; prez. nemont
rita; eid. de E-to Presejo J. Solsona 9, Rue 
NallG 9, Paris,1926.

巴里は「緣猫バー」わたりを根城にして全世 

界のアチューロを一手に引受けてシャンパン 

やおノレドーの滿を引く泰西李太白の詩集。全 

篇洒落さ諷刺に富んだ近來の快著。エス語の 

もので解顎噴仮的の代表的のもの。アチュー 

口必携、 モデルナユヌーロ必讀の詩集。

▲PRI HISTORIA EVOLUADO DE MODERNA

解...題)

JAPANUJO, KONDUKINTA AL LA RENOVIGO 

DE IMPERIESTRA REGIMO EN 1869, de P-；〇, 
Ĝkao Fuĵ.sava; 20x14 cm., p. 20; prezo 

nemontrita; eid en Fukuoka, Japanujo, 1926.
Bonega aritikclo pii historia evoluado de 

moderna Japanujo, kondukinta al la renov go 
de Imperiestra Keĝimo en 1869. Eble ĝi 
estas la unua artikolo pri ekonomia kaj polit ka 
historio de Japanujo verk ta en nia lingvo. 
La verkinto estas fama Lingva Komitatano 
kaj profesoro de Imperia Unive:s；tato. La 
renovigo de Imperiestra Reĝimo estas tre 
rimai kinda pro tio kc gi faris novan e)ok on 
en japana kaj orientaz:a historio entom・ 
Liginte la feŭdalan socisistemon, k u long
tempe baris nian landon klerigi kaj b n venigi 
okcidentan civilizacion. Ni tre ĝojas, ke ni 
huvas okazon sci gi al alilandaj samidean j 
la p enadon al evoluo kaj batalad)“：• justo 
de n'aj avoj.

九人敎授藤澤親雄氏が明治維新に至る本邦 

近代史觀を一篇の論文にま过めて世界に紹介 

せられたもの。他の專門に比して政治・經濟 

の方面の文献に乏しき折柄貴重の员珠でわ 

ろ。實に明治維新は政治的にも經濟的にしー 

犬革命でうつ讥。封建制度の打破ご民族自覺 

そして階級性の眼覺め。一面唯物史觀表現の 

ー資料たちさ共に我民族に相當の「革命適應 

性」のあち證左でIめらうか。

▲LEGOLIBRETO，de J. Borel, 8x11 cm； p. 
48; prez. 0.40 Bm.; eid. E-to-Verlag Kller- 
siek & Borel G. iii. b. H. Berlin; 4-a eid. 1926.
兼匕て御馴染の E»©anta BibLcteko 

Internacia第一篇で今回第四版を出し;なので 

改めて御紹介申す。我々が昔第一課「小羊さ 

狼」から講習をやった當時からの本でや、古 

めいて來たが依然定評あみもの。

▲HELPANTA TEMARO ROR LERNIGI ES TON, 

de Julio Mangada Roseno:n,10x 15 cm; p. 
32; prez. 0.95 sv. f.; eid. Glorieta de Bilbao, 
nŭm. 5, ^ladrid, Hispanujo.
講習用書の補助芒して會話作文の爲めの本 

で全篇をdekok temojに分って巧みに配列 

匚てある。南歐マドリットの本ざ聞くだけで 

も懷いゝ。 * CVera Vojo)
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太平洋の彼方儘矗蟲）
——太字體の人名は總ペてエスベランチストー

♦11月23日一12月10日無事。朝は學校夕方ペ 

ルリッッスクール、其他の時問はヱス捷徑の 

原稿を書き始めか…。前の例會でボストン會 

の幹事バットマン孃が當地にめち何芒かいふ 

ココアの大會社にエスペラントで題告もさせ 

讥らよかろう.それにはリー氏フロスト氏及 

吾輩の三人が押Iかけて® ＜に限みこの提案 

もし、12月10日1515時市圖書館でリー氏パ 

ットマン孃もまちあはぜリー氏を訪問相談の 

結果兎にかく月曜日に行くニミにす"九口 

の晚にはオーマン孃からお茶にXばれた。 

Lovewe!!孃ざもう一人婦人エスペランチスト 

が集み。同孃は30歳位で北米協會の補助幹事 

エスは仲々よく勉强する。バットマン嬢は40 
歲位のオバアさんでホストンエス會の幹事で 

おる〇エス仕ま拦うまいざいふ所迄いってゐ 

ない。當地では今二つの講習會が開炉れてゐ 

る〇 —〇は^ストン市主催のUniversita* Ex- 
tcnsion Classesの一科目ごしてE. F・Dow氏 

が敎へてゐる。10JJ29Hから始まり每木曜日 

19.5 陆からゝ［afvachusclts Normal Art School 
で催じ十回修了、もうーはポストソ大學主催 

ので每火金曜19.5時からランバ|卜敎授が受 

持ってゐち。此卒業生は*フ、トン犬學商業部 

入爭資格科目の一つを了へた扱ひね受け.又 

BBAざ云ふ同人學學位もうくる資格科目中 

の15時問の修業の扱ひをされる。此の二つの 

公の講習會が行はれてゐるのみでボストシエ 

フ、伶口身のものはない。

北ねこおけるエス運動も一時はおストンを 

中心ミして盛んでおったのである。然し丁度 

□本ミ同槎それも一時で衰運にぶつかったの 

であちが近年に至ってニューヨークを中心さ 

してしりかへI始めたわけである。其他サン 

フランシスコ、シカゴ、フィラデルフィヤ等に 

於てt熱心な同志がもりかへし運動に熱中し 

てゐも。歐洲同樣イード等が嫦螂の芹をふる 

って妨害運動を厄鬼になってゐろ。これもわ 

ざわひの種でわら。矢張エスベランチストは 

此等に對してあまり對抗もやらない。知るの 

むさける。よらしむべし、知らしむべからす 

式の處があるので此の連中に乘じられる。少 

くもイード、ロマナール、ラチーノ •シネ・フ 

レクショーネ、亦クチデンタノレ位の槪略（I心 

得て大いに論破すべきて・りちのんやらないで 

ゐる有様でわる。••…… ^

12月13 口。先H往來で出遇っかスゴットラ 

ンドのエス乂ランチストMilne君がフレーミ 

ングハムからでて來て訪れてくれた。二年穩 

エス严ラントを話され）からすっかり下手にな 

つZの事でわるが兎に角話せち。夕食ね共 

にして愉快に半Hを暮した。

】2月15n 〇エス會合。12月22日。同様。

12JĴ230........オーマン孃を待ち受けPmf・
D-ro Lowel!を訪問。同敎授は有名なエスペラ 

ンチストで且つ熱心な宣佛家であつĴ:が腦溢 

血でたほれ.それ以來身體不自由で退職して 

靜養匚てゐろ。夫人も病氣て•入院匚てゐて浪 

ミニ人で淋し く蓉Lてゐる、併し^ E!杖にす 

がってキャビトールの圖附Ŭに通ひ又雜誌ね 

ミ•にエスの記事なĥ送ってゐて廢人さは思へ 

むい12肯27日。風强く非常に寒し。壮時ホテル 

もで、Avenue I停車場へつく Sayers氏が 

迎へに來てゐ了:〇同氏宅へゆく。同氏夫人同 

氏の姪にわふ。又Benŝahar （埃及力、らきた） 

も來、クリスマスタ赛によばれろ。セイヤ- 

ス氏は通信社 につさめてゐるのでいつも夜勤 

であち。今口たけは夜宅に居るのでクリスマ 

スタ餐をして泊ってゆけざ云ふ前のすゝめで 

めったが、聞くミベッドをかけるために姪が 

友人の處へさまりにゆ くこの事でめる。それ 

でたってこいふのをこざわってベンシャハー 

ル氏 芒 ふ るへながらかへる。Benŝahar氏は工 

ゲプ!、人（白人）で同地の某大學の敎授でおっ 

T:ざか.27歳だそうだ。何でt Tutmonda 
Unuiĝo de Porblindulaj Asocioj ミ云ふもの 

をこしらへるのが心願で世界中を歩いてゐみ 

のでその熱心や驚くべきものである。之がす 

んだらなほ色々な.Tutmondaj Unuiĝojが二 

しらへるのだそうだ。だから四五時間1が寢 

すに働きすめの人活動、忙しくそのエスペラ 

ントtざてつもない早口でわる。目下ニュヨ 

ークのエスベラントの早口屋任このUnui- 
ĝigtoざポーランドから來たRubinsteinざで 

わらう。セーヤース氏はニケ年程さか家庭で 

は夫人この會語花一切エスベヲソトでやった 

ミの事で夫人も中々上手で力み。 .：

♦1926年1月】□。異域における第一の新年 

も迎へあ。感慨無量さ云ひたい所だが日本に 

居てI正/Jはやらない男だからさして感慨し 

ない。
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1月5日。エスペラント例會。御大Lce氏 

司會。特別役員會も開くさ云って吾輩さもう 

一人平俗員の夫人を室に殘し廊下に出て廊下 

で役員會を立ち乍らやってゐたが僻くしてー 

同かへって來た。今月第五土曜口のbarĉo 
くり上げ23日に吾輩のために送別會をし.てく 

•れち決議をい:のだそうである。例會にうっ 

り吾輩がソロパンの話をする。

!月12H。昨H歸ってみたらフロスト氏か 

らの手紙が來てゐてアーリソbツてやろ講演 

•は全然エスベラントに就ての二ざのみにして 

くれ、それについて火曜口の例會で打合せた 

いから17.5時にカフェーに來てくれこの事で 

へ二't:れる。それ（壬此の講演は短刀直入エス 

ペラントの事のみを話しては反って効果が薄 

かろうミの事で日本の話もするさいふ豫定で 

H本の地勢風土歷史文學の話を匚最後にエス 

欠ラントに話な落すつ い丿で原稿の用意をな 

し又少し練習しむたのでめつ讥。然し先方が 

そういふmら變更しようミ大きく出る。 

例會ではエス作詩法の講義もした。

12月14日〇14時半Havard Squareの地下 

停車塲で、フロスト氏を待ち合厲せ・一緖に 

Arlington の S-ino Lavvson （13 Ravine Sも） 

方のSearchlight Clubの講演會にのぞむ〇 

来國で（I色々クラブあり、婦人kいろいろな 

womei?s clubを作って 名士を呼んで 內輪で 

講演を開く。從って【1木の樣に公開のエス普 

及講演なごはやれないc先づ此等の多數のク 

ラブを攻めるより他ない〇 Searchlight Cbb（戈 

アーリントンの各婦人クラブのeksprezidan- 
tinoj及びprezidantinojで組織されてゐち可 

成りm要なしのであも。米國ざ云ふ國は金持 

むだけ押承知の梯に恐ろしく aristokrataで、 

勞働者までkapitalistaな氣持をもってゐる〇 

此等十人二十人の會員花有するクラブもそう 

で何々敎授何々博士でなければ講演をさせむ 

い。此の度trU本から來てゐみD-ro Ossaka 
の講演」さ云ふのて承知したわけである。吾 

輩も此の塡いつざはなしにDoktoroになっ 

尖。それは7f輩が少しく早口でエスペラント 

を話すのですっかりエライ人ださ思いニんだ 

F-ino Butmanが「ごうもおなね丄doktoroで 

あろう」さ云ふヽイヤ瑤逸ではH本の工學士 

がDoktoro-Inĝenieroさ稱してゐるが此の國 

ではそんなエライ屈書もふりまわすわけには 

卩くまいざ云ふても7?:知ぜす"Ho, jes, vi 
deva« esti doktoro; vi devas esti profesoro "・ 
ご確乎さまめてしまった。それにフロスト氏 

も「此國では博上敎授の話でなければ耳在•傾 

けない吾々貧乏人が叫んでもれめで此度・君 

がdoktoroでおりprofesoroでめらので聽こ 

うさいふのだ」ざいふので仕かなしになりす 

まして® く。それから公開の英語講演厲何匚 

ろ始めてのここでわちから萬一わからないま 

ゝで40分もしゃべったのでは何にもならぬ故 

もむ十分程しゃべってわからわ樣ならフロス 

卜氏が首をふる、そし讥ら英語をやめに匚て 

エスペラントでやり、フロスト氏が英語に通 

譯すろざ云ふ打合せも・て置いた。

さる程に先づ會頭しakson夫人の紹介の辭 

おり、それからいよいよ吾輩の講演が始まっ 

た。急ごしらへではめるがまづあまり原稿に 

たよらずやれた。然・しきりにフロスト氏の 

首を氣にしてゐたが終にふられあ二^なく曲 

りなりに約40分の講演を了り・次いでヱスペ 

ラントの見本ざして約15分程フロスト氏の通 

譯でエスペラントでしゃべち。次にバットマ 

ン孃が*ストンに於けるエスペラントの狀況 

を話す。最後に三人で會員からの買閒をうけ 

あ。先づ成功も以て17時終り。

1月22 Ho吹雪••……18時半40 Berkela/ 
StreetのY. W. C. A.に於ける（オーマン握 

の紹介）Fellowslups of Faiths の會にゆく、こ 

れは色々の民族・宗敎の人々が集って話しお 

ふ會で先つ會食もし次で色々な民族の代表が 

二分間演說をやる。不肖日本を代表してエス 

ペラント廣告に及ぶ。出席200名。

!月23日。…••…19時から吾輩送別〇barĉo 
に出席。何處で求めて來たか旭H旗さ米國旗 

ミもささせる。ペイソン老以下30名出席。ア 

ーリントシのサーチライトクラブのローソン 

女史も見まてゐる。例によって持よりの食物 

をたべ、それから.皆の演説が始まる。ドウ 

氏（マサチューセッツ州廳主催のエフ、講習會 

講師で印刷業 a Amerika Esperantisto ° （!氏 

の所で刷ってゐる）は"分が始めて講習會も 

開いた峙來た熱心な生徙があったが、それが 

今玆に居るペイソン老であるご煥舊談が出ろ 

ペイソン老厲父沪子供に對する如く吾輩の頭 

に手を置いて莊重む口調で前途を祝焉してく 

れ了:峙に（1思はす淚ぐんだ。中々娠やかで盛 

會であった。

!月26 0〇郵便局へ行って本な郵送する〇 

荷ごしらへすむ。モントリオール（カナクつの 

Bardow氏（元北米エス會會頭U.E.A.のdele
gitoj がおストンに來了:ので17時コムモンク 

エルス街のエンナニャーフ、リラブで集まる〇 

同氏■ペイソン老.ローウェル敎授及昔輩过 
で會食する。（次缺に續く）
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E H〇欄

われらのRO.む愉快な
雜誌に匸やうではないか ・

x ， /
長谷川君が波歐すろ。そこで依賴さみろま 

、に私がその後を引うけて:の彌在・受持っこ 

ミにむった。この脇は他の欄ミは特別にうん 

さくだけ讥調子で同志の談話場にしたいさ思 

ふ。私の方針に苦情がでれ"何時でt引下ら 

が賛成者さへあれば當分績けて行ら7:い。

X
先づ最初に私自身が少いうIやべりもしゃ 

う。諸君しこれから、あまり固くならずにぎ 

しごし云ひたいこミがあったら投稿して欲し 

い。B. 〇.厲いっしわれらみんなの共有なの 

だから自由にそれを使って.談に合はうで厲 

ないか。何も固くる・いこさばかり云ってる 

のが能で仁ない——かくてB- 〇・にいくらか 

づヾて池柔かみざ温かみご親しみがついて來 

れ匸私し本望の至りです。

. x ..
從來R 〇.（工固苦しくて初心者には向かな 

いざかゝー部の少數者だけの自巳滿足にしか 

ならないざか、esperanlisto以外の人への宣傳 

の必要な今I」の時代に、これではその用隹足 

wないさか•いろいろの批評があったやうだ。 

そのこざでいくらか留意して出來たのがこの 

eĥoである。この中で任、我々けあまり四角 

張らすに・うちくつろいだ氣持で、語り合ひ 

讥いミ思ふ。勝すな氣焰も上げるのも時に氣 

晴らしになって、互に愉快で仕むからうか。

■ . X
實際私のやうに朝から夜中まで、一寸の時 

間い晉んで二つこつ書齋の中で•后のニろや 

うむ書物ばかり誼んでゐらものには.時に大 

めぐらでもかいむやうな氣持で閑談漫CU•す 

ち事が芒•なんに慰安にむちかIれない。口曜 

日の午前も血會日できめて來訪客に接してを 

あが.二の不便な馬込村まで每日曜何人かの 

人が來てくれる。そしていろんむ世問ばなし 

もしてきかぜてくれるc私し可なり話もはづ 

ませろ。またその時の心組でJこの浸語をっ 

、けて行ってみやうざ思ふのだ。毒にはなら 

むいニミも勿論だが.敢へて藥になる筈はな 

いざ思ふから、いやな人（I諛んでくれなくミ 

も勿論結構だ。ね、きうち・やないか。天下の 

geeĥan（＞j よ 〇
X

・最近靑淼縣のsamideanoの來訪花受け'/、〇 

いろんな話が出て面白かったがヽその話のや 

で・Fのコざが出ア:ので、もうざつくに忘れ 

てゐた同氏のこミを思ひ出し7:。F氏さいへ 

ば靑森縣で4相當令名のあち詩人ださうな。 

もっざも東京にゐた時I、ミかくの批評肚あ 

つア:が."ニかく相當の名をなしてゐ'T:。で 

の氏が、弘前市の新間でしきりにesperanto反 

對論を書くので、靑森縣下のsamideanoj （I 

大變迷惑してるざの二さであった。

• • X ；., - 「;

F氏のesperanto反對の論據は、esperanto 
は國際主義だからいけない、又esperanto （； 

社會主義だからいけない、过いふのだそ;うた。 

そしてポアンカレー張りの傳統主義を振り廻 

けすので.一寸刀打しにくいので困るざいふ 

ここでちった。否相手になればなみほごい、 

氣になって盛んに反對するので.お蔭で今で 

は少くさも弘前市內で任esperantoの存在が 

かなり知れ渡ったそうだc春秋の筆法を以っ 

てすれば、F氏もよい宣傳もしてくれ沢もの 

だ。Lかしおりがたいのはesperantoだけで 

F氏には御氣の毒だが、その無智無識も暴露 

匚7:やうなものださいふもつばらの評判7:飞 

のこで。' ^ ，

• . • X
•もつ过もF氏の云ふ所に同感するのに、大 

福帳を僦記式に改め讥り、カード式に愛へた 

りするこざ仁社會主義ださ显面目にいふそん 

な種類の人逹ばかりださうだから笑復せ〇 V 
やないか。ーーまあ二んなのし時代錯誤の標 

本に一つや二つめってもいいミIて置かう〇 

第一 F輩なご相手にざっては不足ち・やわい。 

Iうこんなのは默殺々々ーー〇 これも弘前 

esperantidoの言をそのま、〇

x
F氏なĥの反對語拄全然なってゐないから 

駄目だが、一85しつミ手强い反對者が出て來 

ないものかしら。かうゴツンざ身に二たへみ 

やう了仁しっかりし讥理論的根據に立ってや 

る人が.そんなのがああさ大分面白いのだが

T來訪香エス化連動」さいふのをやってね 

る。つまりそれは.來訪してくれみ人な片。 

ばIからエスペラントへ引込む二ざだ。ニれ 

は大變よくきく。少しばかり本なご用意して 

ないて、それも吳れてやったリ、早速©stas加 

はじめたりするのだ。雜誌か書物を見せらで 

大低の人は、こんなに讀むものが出スゐゐり 
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ですか“意外だざいふ顔なする。丸、.失 

禮ですがおなたが一生か、っても讀み切ろ二 

この出來ない程、本か次から次芒出てゐろし 

これからL出て來ます、ごいふさ、で厲やっ 

てみやうか匸らさくろのがあみ。やってみや 

うかでiiいけないヽ今からやりなさい。名詞 

の語尾I! 〇 T••……でやれば、もうIめたもの 

だ。全國幾萬のエスペラント仲間よ.コんな 

宣傳方法も 一寸面□いですな。

x 亠•

私は最近馬込村の東區へ越した。その前（I 
綠ヶ丘さいふしゃれ了:名の丘の上にゐた。そ 

の上に我家がひよ!なん芒立ってゐたのだ。 

綠ヶ丘verda montetoだからその名にほれて 

そ二へ越して行ったさいふわけでも何'でもな 

い、い（I£遇然ドったのだ〇 esperantistoの 

住むには最もふさわしい名だ、ざ來る人が皆 

さういってくれた。ミニの奴エス乂ラントミ 

いふtのを知ってるな壬思ふミヽ（但し知って 

ゐなくさし、）もうそろそろはじまるわけだ\ 

例の宣侮が。「君仕エス乂ラントをおやりで 

すか?」「やりません。た£名前を聞いてるだ 

けです」「そりゃいかん、ぜひおやりなさい。」 

「ごうも語學芒いふやつは、私にけ向きません 

こ过で％」「向ぐし向かんしめりやしないよ 

第一エスペラントは語學の好きな者ばかりが 

やるべきものご思ふのが、そもそもの誤りで 

す。普通の語學がもらひなら・なほさらエス 

ペラソトもやりな:さい。さうすりゃ他の語學 

も好きになります。そもそもエスベラントは 

・•……」「いやもう澤山です。エスベラントの効 

能はよく存じてゐます。まあおなたがたがよ 

くやっておいてください。今にいよいよヱス 

ペランの峙代になったら、その時に（Iゆつく 

リ敎はりに來ますから。」「それだから困ろよ。 

今からやってゐなけれや、その場に■なって役 

に立つしのち•やない、少年團ち•やないが、備 

へよ、常にた。さうち・やないでせうか。」「ま 

わまあ、かんべんしてくれ。その內・…•…」: 
よなのに限っていつまでたってもやりやし■な 

い。やっても駄目かし知れない。しかも二ん 

なのが多いのた・から我等も苦勞する譯だ。し 

かし今に見てゐろ、エスペラントが附界も風 

靡する時代がきつさ來るから〇私はたヾニの 

罐信芒希えがあみ故に、誰れが何沐、っても 

コソコソやって沧られるのださ思ふ0
.. x .
近頃或るドイツ人芒エスベ.ラントについて 

議論をい:。彼れ日く・エスペラントは駄目仁 

何ざ•なUば、若し君が外國へ行つた芒すろ。 

旅宿で急病にか' て醫者も大至急耍Iたざす 

ろ。しかもその宿屋ににエスペラントを語ち 

人が一人もゐなかったらざうすみ。又事實現 

在エスベラントも語る人なんかよけいい・ない 

のだからその宿屋にもまあゐ ・ないこ1なけれ 

ば・ならぬ。しかし君がエスペラントご外の言 

集も語り得なかったらごうた。困ろ/:らう〇 

だから今に若し、禹人がエスベラントも語る 

やうに・なったら君もやろがよい。それまで仕 

わん'なものは駄目ださ。ならほごドイツ人ら 

しい理屈もいふ。しかしだざ思ったが相手仕 

日本語もエスペラント語も解さない。致方な 

く下手な外國語で.大汗かきかき云ってやっ 

讥。一態御尤もな議論です。しかし萬人が皆 

そん'なこさをいって誰れかやるまでご待って 

ゐたら結局二の网際語も擴まらなくなるでせ 

う。現今・私らがエスペラントをやってなみ 

の任っまり先崩もなしてもらのです。到底私 

らの生まてもみ間は芒•二へ行っもさいふわけ 

に行か'ないかも知れないが、いまにもっこ普 

通の知識ミむてエスペラントを誰れも知るや 

うになる時が來ろに違ひない。その時ももち 

來たBすために我等はニの仕事に働らいてを 

なのです。そりゃ今すぐご;の旅宿へ行った 

って必ずエスペラントな話す人があらざ仁申 

しませぬ。しかし絕對に無い芒任乂云任せま 

せり。だから私達（ニエスベランの話せる旅館 

へ行きます。（外頃人の宿る旅爺でエスペラン 

トを話す人を一人や二人置いて置ないざいふ 

がそもそも誤りだ。）さにかく・エスペラント 

普及の必要（Ĵあなたの反對ぐらひで止むしの 

で（Ifevjません。

少し云ひ過ぎたこ思ったが、二んな二ざま 

で云ったら先生ますます怒って卓なたゝいて 

大聲も拄り上げてエスベラント駄目、エスペ 

・ラント駄目さくりかへしてゐた。下準備もし 

っかりやっておいてくれ、御馳走こ・しらへも 

すっかりミミのへておいてくれ「後から行っ 

て®っくりい化ヾかうざいふ思想はひざり二- 

の ドイ ッ人ばかりで厲なささうだ。土臺石な 

置3列べる人の仕事の何ざ映龙'ない二こよ、 

しかし又何ざ尊い二ミと。（川原次吉郞）

西成甫敎授渡支 

東大敎授で我々の有力な闘士 ア:み西博士 

は6対24日東京出發南支那視察の迩にっ 

いた。主こ1てエス運動上F1華兩國醫家 

の提携ミー般ニス宣傳の了:め盡さみ、由
V
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Tokia Esperanto-Klubo (TeE>K>)
【東京エメペラント會】

!• Kial ni devas havi T. E. K ?
En ciu loko, kie trovigas Esp-istoj, devas 

ekzisti Esp-grupo precipe por interamikiĝo 
inter ili. T. E. K. estas fondita por plenumi 
lian taskon en kaj ĉirkaŭ Tokio.

2. Kia devas esti T・ IV. K ?
T. E. K< estas tute aj^arta de Japana Espe

ranto-! nstituto. Ĉi tiu celas studon kaj disvas
tigon de nia lingvo en tuta Japanvjo. T.E.K, 
tamen, celas speciale simplan interamikiĝon kaj 
Iconkordon inter Famideanoj en kaj ĉirkaŭ Tokio.

3. Moto de T. E. K・
事 T. E. K. estu amika grnpo Esperantisteca ! 

Ĉiu samideano kiel T. E. K.-ano restu senko
lora kaj senkolera ! Simpla Esperanリ“ceo 
kunligu nin tie, kreskigante kaj prosperigante 
la klubon por hia komuna bono !

4. Subtenu nian T. E. K・
Ni ciuj f ubtenu nian T. E. K. lau nia eblo, 

plej ofte partoprenante nian kun sidon, kaj 
plej fervore varbante novojn anojn. Ne pri
pensu, ĉu vi e8tn« sufiĉe lerta en la lingvo aŭ 
ne! Nur pripensu, ke via aliĝo aŭ aleco 1 
deヾas esti neforigebla ĉenero de la tuta ceno 
de konkordo!

Regularo
1，La klubo es4as nomata u Tokia Esperanto- 

Klubo. (T.E.K.)”
2・ しa klubo havas sian sidlokon ĉe S-ro 

Ilirokazu Kaji. (blotozo コ oVo II. 9. 
K<>ĵiniaĉi-ku, Tokio)

3 La klubo celus la kreskadon de amikeco 
kaj konkordo inter gesamideanoj en kaj 
ĉirkaŭ Tokio.

4. Ciu ajn samideano 】〇ĝanta en aŭ ĉirkaŭ 
Tokio povas aliĝi al la klubo.

5・ しa klubo havas :
a) unu prezidanton b) kvar sekretariojn.

6・ I^a prezidanto estras kaj reprezentas la 
klubon.

7. La sekretarioj sin okupas pri la laboroj de 
la klubo.

8- Ĉiu ano pagas po sesdek senoj kiel ĉiujara 
kotizo.

9. La klubo aranĝas kunvenon unu fojon 
ĉiumonate.

Aldonoj:
I. Unu el la sekretarioj estras kaj la tri aliaj 

laboras resp?kiive por (a) ĝeneralaj aferoj, 
(6) nomaro kaj (c) kaso.

IL Olcaze de ĉiumonata kunveno oni aranĝ:is 
paroladon en Esperanto.

III. Krom ĉiu monata kunveno oni kunve
nas por bonvenigo, adiaŭo, gratulo, 
kondolenco k. t. p.

設立の趣旨
・凡てエスベランティストの在みさこみには 

必ずエスペランティストの團樂があらればな 

りません。五百に餘ら同志も持ち乍ら東京に 

はまだかうした會がなかったのです。本會は 

正にこの使命を果さんが爲に生れ了:のでちり 
ます。 ・も?• ■

♦本停はH本エスペラント學會さは全く別な 

ものであります。學仟任全n本の會であり本 

會厲東京の會であリます。而もその目的さす 

ろ所■前者は研究及び宣傳にわり・後者（Ĵ專ら 

同志の親睦團結も圖みにわるのであります。 

・本秤は柬京の同志の全く無色な會でめりま 

す〇不偏不黨.全く Epparantistccoのみむ以 
て結ぴ付けられた團樂でなければなりませ 

ん。お互に總ての無意義な顧慮や謂れなき 
antaŭjuĝoも捨て力も協せて:の會な い）仁 

て、行きたいしのではありませんかc •

・東京及その附近に在住の同志仁遠慮なく御 

入停Fさい。5してHngvoの出來ちこ否ミ 
も関はず・每同會合に出席されて會合をより 

gaj・にされるこさが實に本會永橄の原動力で 

あるこざか吳れ吳れし御考へになっていた# 
き了:いのであります。 ;、 、

會 則一'41

（一） 本會ハ「東京エスベラソト會」ト稱ス

（二） 本會八其ノ事務所チ麴町區元園町二ノ
九・梶弘和カニ置ク.〔 :儿

（三） 本伶ノ、東京市及其ノ附近在住ノ同志ノ 

親睦友和チ保ッチ以テ具ノ日的トス

（四） 東京市及其ノ附近在住ノ同志ハ何人卜 

雖モ本會々員ト爲レコトチ彳¥ .・ハ

（五） 本會ニハ左ノ役員チ置ク. • 一

イ・會長一名 ロ.幹事四名

（六） 會長ハ本會チ統括シ口ツ之チ代表ス

（七） 幹事八本伶ノ事務チ處理ス

（八） 會員ハ會費トシテ年額金六拾錢チ納▲

タモノトス .-,…1|

（九） 本會八每月一回例會ヲ•開ク

•補 :m •・ベ

（一）幹事ノ中一名チ幹事長トシ他ノ三名ノ 

幹％八犬々庶務名懑及會計ノ事務チ處理ス

；（二）例會ニ於テ每Kエスペラント」講演チ 

催スモノトス

!（三）例會・ノ外別二送迎ヽ慶弔等チ目的トス・ 

會令チ開クロトア比ペ莎」 ・ ヽ、
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N・R 〇 ? ALDONO AL LA REVUO 
ORIENTA
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一九二六年七月一日 東京市牛込區新小川町三ノ十四 B本エスペラント學會

目覺しいー大躍進
——橫須賀エスペヲソト運動小史〔2〕一

大橋宇之吉

『これこそー生の事業だ』ざ其の頃ま汇若か 

・つ了:小坂狷二氏は深く心に期い:。解體して 

一時は全く影も失った支部を收拾して『橫須 

賀エスペラント支部會』九ろ名稱の下に眼ざ 

ましい活動を始めたものは小坂氏であち。

（其の顷小坂氏は健康上见習上官を辭す前後 

の二ざでめった过思ふ）。小坂氏は今人連に居 

る同志中溝新一氏を相手に寒天版印刷の册子 

も發行したり土地の新聞に投稿して宣傅しr： 
り種々の苦心もして兎に角少し宛其の地盤を 

開拓Lて行った。「白星バ云ふ小さな文藝雜 

誌にエスペラントの講座を出したのも此の頃 

のこ过である。又福田狂ニさ云ふ社會主義の 

兵士が小坂氏を訪ふて研究む初めたのも此の 

時代のニさでめる。そして明治43年頃までは 

主さ1て回覽雜誌な編輯して此の事業も續け 

て來たのであろ。

43年眷橫須賀支部再興のこさみ初めて世畀 

に公表LĴ:〇同年7-8月中に小坂氏指導の下 

に夏季講習會を開催い二。44年1月から〇匚 

enta Steloも發行匚始め北。夏季講習會も絃 

•けて催 い:。大正2年6月21日始めてエスペラ 

ント普及講演會を市內の勸業商會樓上で開催 

した。講演若仕黑板博士、中村博士、大井學 

氏・杉山隆次氏奪で聽衆約250名非常な盛況 

であっね。此の講演會は橫須賀のエスベラン 

ト運動の新たな烽火であった。これな期ざし 

て漸やく我々の足ごり仁强く成って來たので 

あ"

同年9月20日ネ翩賀支部の第二冋大會も思 

,ひ出の深い幼稚園で開催した。會同者厲約20 
名、恰し非常な雨天で人數任少なかったけれ 

ごも39年に催した第一冋ノ、會にはエス語を解 

すろしの僅かに一ニに過ぎなかったのに比し 

此の會合では悉くエス語を解匚相當に語み! 

过が出來たのでおる。大正3年1月5日市內湘 

南病院で普及講演命を開催した。講演者任小 

坂氏等在橫の同志數名で、賑やかな會でちっ 

Ĵ: 〇病院の看憊婦連がゲギージョやエフ、ベー 

□も合唱した。其の耶の秋顷小坂氏の編述匚 

た講義錄も臺洵の綿星社が『エスペラント語 

獨習書』ざ名けて出版し'r:〇赤い表紙の菊版 

400頁で頗る美本であった。大正4年1J16F!支 

部會の十週年紀念祝典を湘南病院の一室で行 

った。東京から大井學氏が來會され本當の祝 

典氣分て・夜更くるまで歌ひつ食ひつ騒いだ。 

小坂氏が舊支部の後で白ら支部會も起した時 

は全く一人であった。併し此の十年の祝典に 

會合しr：10（13〇名近くし有った。虽に於て 

然るのみならず質に於ても全く長足の進歩を 

遂げて居た。小坂氏にざって任此の十年祝典 

に際して感慨も少なくなかったろうe思ふ。 

小坂氏は橫須賀のエスペラント界を全く獨力 

で蛀んで行つ■rさ云って好い。經濟的にも其 

の費やした所は決して少なくはない。氏は中 

里の邸內の土截の書膺に閉ち・籠って他から見 

ろざ殆んごエスペラントの爲めに終日を費や 

1て居るのかささへ思はれア:。又小坂氏の努 

力む記すみに當って特に記述せりばならめこ 

さは氏の御母堂の隱れた援助であち。

我々はザメンホフのニ壬も考へろ每にクラ 

ラ・ザメンホフのこさな想ふ、我々仕橫須賀 

のエスペラントの二さを考へら每にいっし我 

が小坂氏母堂の二さを想ひ出すのでめる。

此年の會R名確に依って見るざ會員さして 

登錄されて居ちだけでし莫數50名に及んで居 

み。眞に隔世の感がある、此の坏の春小扳氏 

肚愈東京に居を定めて母堂ミ共に移鶴された 

ので支部會の事集は相澤平吉氏、小林茂吉氏 

關甚作氏も中心さして進めて行く二ビ、成っ 

Ĵ:〇有名な保守的な橫須賀中學校の生徒でめ 

る相澤・小林氏等（彼等が夜険に乘じて小坂 

氏の邸へ潜行してエス語を學ばなければ成ら 

むかった;!ざ（I有名なー挿話であち）は色々 

ね邸迫を受け乍ら兎に角事業を大正7年まで 

續けた〇 Diino de Steloさ云ふ雜誌を出しf： 
のも此等年少エスペランチストの純な努力に 

依ろものでお"不幸にして相澤氏は一身上 

の都合でエスざ別れなけれぱむらなかったの 

で小林茂吉氏任一時任全く孤軍奮鬪の狀態に 
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陷った。大正8年の1月頃小坂氏は病氣靜養 

の爲め桝らく橫須賀に滯留されたので時々同 

志の集まる機會があった、小坂氏の發起で同 

年の3月初匂に鎌倉へ遠足會を催した、東京 

から淺井惠倫・山の井愛太郞・平野夕顔、ガ 

ントレット等も來た。大勢で江の島に行き更 

に片瀬に住んで居た英人パーリー氏も訪冊I 
愉快にエスベラントで會談した、又恰し遊び 

に來た.フランス飛行將校連をつかまへてエス 

バラントの逆楡入もやるやら大した唳やかさ 

であった。此の顷粟屋海軍大尉が飛行將校さ 

1て在橫されたので忽ち小林氏ご協力するこ 

ミに成った。

何にしろアハヤミ云ふ間に海中へ突入した 

二过もめみ死生往來の勇士、エフ、人ラントの 

方I、飽迄徹底せりば止まぬさ云ふ意氣であ 

ろ。小林氏も大に力を得て忽ち講習會の復活 

ミ成なり市の中樞地にある大橋力の階上で每 

週二冋の定期講習佶も開くこさ、成った。『工 

ス乂ラント講習者歡迎』ご記した看板を屋上 

高く抿げて通路の人の眼を見張らぜたのも此 

の時である。併I!、に悲しむべき事件が起 

った、それ仕靑春優秀の才を抱いて小林茂吉 

君が長逝してしまった二ざである。あの眞面 

目な勞力家の茂吉氏がエスベラントの前途を 

□にいよがら死んで行っお傷まい、事實.其 

仁誰人の心も動さずにはおかぬ事であつ了:。 

小林茂吉氏の死後一時小川梅吉氏が事業を引 

き受けて居られ了:けれこも多忙な公職に在み 

氏任積極的な活動をする!ざけ出來なかった 

ので何時か講習會も中止する二e芒成った。

大正io年の夏松葉菊延氏がエスの學習を希 

望して來たので其頃鎌倉に住んで居た粟屋氏 

に相談すみご喜んで應じて吳れた。一週四時 

間每回夜遲く鎌倉山の內村の淨智寺まで歸っ 

て行かれち英の勞苦ヽ殊に雨の夜な芒•任全く 

恐縮に値ひするものであった。併し粟屋氏は 

默々ミしてつヾけられた。松葉氏に績いて田 

崎氏が始めた。そして新了:な同志の熱心さに 

力づけられて火（二遽かに燃丈初めた。大正十 

年の秋同志の會・合を催Iて『橫須賀エスペラ 

ント協停』さ云ふ名稱を定め新ア:な活動も約 

t T:〇其頃大橋氏はラ•フナリゾ••デ•エスベ 

ントミ云ふ膻寫版卬刷の小册子を發行して知 

人や同志の間へ時々配布して居たが其れも協 

會の機關誌芒するこざ、なった。大正十一年 

二月協會では初めてこの試みさして有料の講 

習會を開催し/:,此の試みに主催者ざしては 

かなり重大な覺悟を耍すみ二ざであった。今 

迄の書齊のエスベラント運動を初めて街頭に

立たしめたものでおった。此の謫習會に十人 

程の會員も得て非常に緊張した氣分で三箇月 

の期問を終へた。川副馥氏の如呂純粹な同志 

も得たのも此の時でめった。又彼の四十三潜 

水艦で悲壯な死を遂げた桑岛海軍人&H此の 

峙の講習員であつ'T:。眞而目な溢厚な大尉が 

後に佐世保でエスの普及に大活躍された:ざ 

を聞いて同志任全く驚い仁のでめみ。同年五 

月久しく催さなかった普及講演會を市役所の 

樓上で開a tr:〇雨の降ろ日であつ了:樹木の 

繁りに圍まれた丘上の市役所の窓は夜更く t 

まであかあかこ灯にかヾやいた。200名の眨 

衆は热心に站後まで聽いた。此の久し振りの 

會合に同志を勇氣づける爲めに非堂な力があ 

つ了:。其の夏開いた講習會は約20名の應墓;S 
があった廣からぬ會場（J本當に人であふれお 

手傳ひの同志は屋根の上にうづくまみ始末で 

あった。其の中には或る老辯護士も用た。秋 

に拄海軍將校を主さ い:講習會を開い沢。: 

れも短期間の割に好い收獲がめった。其年12： 
月突如ごして粟屋大尉が佐世保へ轉勤す〇 : 

さ、成った。粟屋氏任小林氏殁後約三ヶ年橫 

須賀エス協會の主盟ざ成って働いて吳れた。 

會の組織が整ひ事業らIいものが行はれ經濟 

的にも餘程磴賓に成ったの仕皆氏の功績に歸 

すべきものであち。大正12年夏機關誌加 

La Verda Haveno过吹題して每月發行すみ 

ここ、む專任委員を設けた.同年四月十四ĥ 
隣町山浦町の共濟俱樂部の樓上で普及講演會 

も開會した、講演者"皆橫須賀の同忐でかっ 

た。聽衆250名溢る、ような盛倉であつ7:。 

田浦町で仁三四名の同志が生れた、其の墳隣 

の浦賀町にし石川惣七氏がエスの然心な研究 

者且つ宣傳者さして參加して來す:5月に□橫 

須賀市役所の樓上で普及講演會を開催した。 

市艮の海軍少將奧宮衞氏は非常にエスの使命 

な讃成し其の夜L特に演壇に立って熱辯な揮 

ってエスの舉習の必要隹力說し/:〇其後同市 

長に市內の小學校艮にエスペラントな高等小 

學に課する件に就て諮問Lた事がある。其頃 

山崎小學校長をして居られた福本新吉氏に其 

敎授を勤めた事もあったこ云ふ。6月10口に 

“市の敎育會總會叹恒例學術講演符で丘浚次 

郞博士备招待してエスペラントに関する話演 

をした。同8月中旬から海軍工輙內技手養成 

所で短期講習會隹開催した。之は當時束大工 

科の學生で實習の爲に來橫してゐた用瀨英氏 

が主でして計劃したもので協停からは松葉氏 

が講義も援け乂色々な準備をして其會も成力 

せ〔以下次賊〕 ;.；.-
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〔寫洙説明;）上圖 新潟爵大エス會の懇話會（5月4口紀念血にて）。右よの前列山田■山 

本・廣瀬・眞崎敎授・橫田敎授・武田、渡邊の潇君。後列福井.中山・林'省）・林;不） 

靑柳・塚田の諸君。 .・ <
中圖 長崎エス會の『綠の家』に集ひ1同志。俱樂部發命祝賀の宴に際I紀念撮影。 

Tffi 橫濱支部の講習會5月21_29日）後の紀念撮影。前列右より3人目講師椎橋好氏



176 4

競大牟田市へ宣傳
5月16B大牟田市で誓及講演會を催し7:。 

同市には皮膚科醫の植田半次氏ざ三井鑛業所 

の社員阪本宮夫氏（長崎高商出身）の熱心な 

二人の同志が居られ殊に植田氏は同市の有力 

家であリ我エス運動に献身的に盡力して居ら 

れる。豫りて當聯盟本部へ普通講演會のため 

講師特派を申出られたので種々考處の末新し 

い試みざして同市敎育會ざ合議して次の如く 

い:。
<lĵ16日13.5時ーー15.5時通俗學術講演仰

A. 偶然さ必然 伊藤九大助敎授
B. 氏法上の家に就いて束九大敎授

以上主麗大牟田敎育會 

〔2〕同日15.5時一18時 エス普及講演會

A. エスの槪念 永松醪學士

B. エスの文學に就いて伊藤理學士

（エス語で）通譯江口幹事 

以上主催大牟田エス會

果然會場了:あ大牟田新世界劇場に代定刻よ 

ツ聽衆匕シヒシミ押かけ須叟にして場に滿み 

'tlo開會の挨拶に始まり伊藤助敎授任哲學上 

數學上より「偶然さ必然」むら難解の問趙も 

而白く可笑Iく聽衆に些かの倦怠も起さしめ 

す說進んだ。次に東敎投（よ專門的立場炉ら諄 

々さ說3來り說き去り數卷の法律吉も讀了し 

たに等い、知識を聽衆に與へ沢。

次にエス講演會に移り永松醫學士は驚くべ 

き洗練され7:雄辯も以てエスの起源より説き 

•起し、今日の發達書及狀態に及び燎原の火の 

如き現今の發達に4何か偉大な原動力がむけ 

.ればならぬ〇そは卽ちEsp・のInterna Ideo 
でわる。此のIntera Ideoにより世界同志 

は手も固く握り合ひ人類永遠の幸福に向って 

突進ぜればむらん・ご結び滿塢の拍手裡に降 

壇。次に伊藤助敎授□再びたって流暢なエス 

,語も以て・エス文學に就いて熱辯を振るはれ 

r：〇江口幹事任二れも巧に通譯して充分の理 

解ご興味を與へ聽衆なIて完全にエス語に恍 

・惚r：bしめた。かくて午後6時盛:會裡に講演 

會も閉ぢ卽座にエス講習に入會中込をうけた 

所40名に達しT:〇

講演會終了後直ちに主催者招待の歡迎晚餐 

會に臨み當日の催しに對I應援のため態々各 

地から走哎集った熊本の畑君、久留・の川仃 

夫人・松原、勇兩君・市敎育會の幹事.新間 

記者諾君ミ歡談も交へエスのア:め虹の如き氣 

焰をあげて7時半再會を約して袂な別った。 

因みに6月1日より開催の初專講習には入會者 

麽に78名の多數に達し阪本氏之むgvidiさる 

ト由。（九州エスペランチト聯盟本部報告）

SSSr：?『綠の家』生る
----- 長崎市本大工町65番地------

旣報5月中旬の初等講習會厲大成功を以て 

終始し目出度終了 し7:。エス展の際厲52名の 

申込者を得てゐたし今度は宣傅しカも入れた 

ので恐らく1〇〇名前後は大丈夫さ豫想I化が 

案に相違して其半數であったのには驚いたが 

然しその少數は選ばれた少數で殆んこ•會員全 

部皆出席の好成績であったので一同此上むく 
滿悅Cr:〇最後のHに記念撮影をし茶話會乐 

催した。次の火哦から引緻き中等講習に參加 

せられる斯會員33名を迎へア:ので25 018畤よ 

リ市內西濱町精養亭で其歡迎會も催い:。植 

田敎授の挨拶や會員のエス演說等あり9.3昨 

歡を盡して散會。此日出席31名。

俱樂部の話は講習の後で會の世話△達がい 
つt會場近くの高原氏宅の Verda Ĉambro 

に會して勝手な熱も上げてゐるbabiladoの 

中から飛出してアツミ云ふ問もなく出來上っ 

てしましたから正に驚嘆に値すれ Yゝ【CA 
では何だ炉ら一つ會の俱樂部を作らうかさ云 

ふ事になり大備家の物色i出來むので植田氏 

から淺田博士に話された所俱樂部は大3な家 

が必要だから誰かそこへ這入って會員の器生 

でも置くやうにい:ら維持Lて®けろだらう 

ミの事で先づ濱田濱中兩學生に話し城氏一家 

が近々移轉の手筈になって居たので了解を得 

て家の方は會員迫氏の令兄の知人たち家主に 

相談して貰った。そこで愈々创立委R連が家 

の實地檢分に出かけた所が空屋の常きして1 
見住めさうもない程荒れてゐちので・其道の 

艮老辻さんに御足勞を願って判斷Iて貰つ了： 

が辻さんは大丈夫見込がわみさ頤鬚をしごか 

れたので委員もフラフラして讥腰をやつミ据 

龙た。家主松田民も吾等の擧に賛ぜられ階上 

階下10間56烧の家も敷金和しのHSM25B1で・ 

諾され高原氏が代表借主.星野氏が保證人さ 

なり我長崎エス會I自分の家をもつ事になっ 

T：〇 6月6H有志も總動員して活動〇 一同洙黑 

になって各獨自の天分も發揮して掃除や手入 

れを終へ7日には城姉妹が父上ご共に引越* 
れ學生濱中氏及三菱の岩隈氏が荷物花邂んで 

此一家に納った。かくて口 II紀念すべき俱樂 

部發會式な辽時から9楸二7槿の大廣間で催し 
Ĵ:〇植田氏の挨拶の辭わり親子丼の夕食を平 

げ後紀念撮影〔寫醴參照〕。----- 两館の同志

注田幸政氏が上海旅行の途上數n滯在我ヱス 
會を訪問された。同氏はion上海へ出帆迄此 

綠の家で夕方か過された最初の妙航〇でわる〇 
長齣へ御出の方（:御訪り下さい。（富松氏報）
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匮T鬲右 法文學部で5月29 口から6乃 
也匹込一杯月土兩日午後初等講習 

開始。講師菊澤季生氏。約20名。尙榆讀會も 

始めました〇 用菁 Vivo de Zamenhof參 

加者之找永績する7名。〇醫學部ではStama- 
tov の Unu Angleto de la animo 輪讀中〇

H
5月22—28日槌木町二种奈川縣海 

外渡航者檢査所でH本エス學會支 

部主催にて短期講習會開催。講習生56名講如 

は椎橋好・福喜多脩兩氏。斯如盛會も收めた 

の（よ支部水島久馬氏の盡力に依るこ芒で深謝 

します。中等科は6月lfclよリ開始。椎橋氏 

gvidiさか一く寫洙參照）

學會支部例會は第1第3木曜に研究會. 

他の木曜仕座談會。會場を市內靑木反町846 
椎橋好氏方へ變更した。♦♦♦ 

・支部委員艮谷川修一氏は4JJ28日永眠され 

た。最も熱心な同志も失ったこさ（I殘念でめ 

る謹んで哀悼の意も表・ます。

專右,丁西 6月1ロより敎就學俗々貝）

赫_し丄耒上島憲治氏の斡旋で同校有 

志のア:め講習開始さる。講師椎橋氏。

天丽 6月12H渥美小學校で第2回エス
匀次 學術講演會開催。平出種作氏の弟 

子印刷の話。賓物持參でやきつけさ腐蝕法过 
の比較を詳論された。

蜀召 5月26〇 〇本エス學會て栗皈原晋 

君の「洪牙利に就いて」のエス講演 

おり。多くの文獻を示されĴ!地岡や繪ハカ・キ 

等で詳しく興味の多い話加された。

叩P R 6乃5日別記の如き東京ヱスペラ
1 ント會發會式も擧行。東大內山

上御殿にて。會するもの3〇名。西敎授诃會の 

下に會則につき討論。後大會準備協議會を開 

く・準備委員ご1て新たに橫須賀の鈴木憲一 

氏及び東京の湯川旭、比嘉呑潮の三氏を狛ふ。

薪量 5月4日需大エス會で任同大學記念
匹邑 館にて懇話會開催。Z博士紀念講 

演會な開く事、遠足をする事、9月に會誌毀 

刊の事等決議す。一〔寫眞參照〕

|=5n| 6月!6 IĴ19時よVJ京大學生集合所
I星型で京都エス聯盟6月例會開催。林 

I@苗君の「PriKultuio」（エスで）や尖戶圭 

—君の「Pri Nov-E pj （Nov-Espで）の演說 

わりc其他babiladoあり。20名出席、・♦ 

・七月例會は7JĴ15019時より同所で催す奮 

って御出席ドさい。（費2。錢）000京都中央 

局七條局等の同志が主になって6月1口からパ 

プテスト敎會で打木兩日市內郵便局員の爲初 

等講習開催。講師は・同志社大學の佐藤義雄 

君。40名出席。

年・ 龍谷大學エス會では5月21日9時
施K から同學創立紀念Bを期し紀念展 

覽會も開い了:。主に書籍ぶ陳列し了:が參觀者 

（工數千人の多數であった。ーー;（寫眞（［來月號 

に抿裁）一尙エフ、講習を4月から一級ざ二 

級に分けてやってゐるが一級25人二級8人の\ 

參加者ゐり〇 .

|百两］戶灿鑰物エス會主催で初等講習開 
旦ffi 催。6・7兩月每週日曜JL9.5-21.5I毎 

會場は本町朿光寺。講師中两義氏。會員20名 

（三输氏報）。・

|甬お自］6月6R14時よりエス講演价を鹿
昼显^1兒鳥朝Ŭ新聞社三階大廣間で開 

催。〔開會の辭〕重松博士、〔人類語の紀元〕富 

永進造.〔エスの歷史〕鍋田惣一・四元實、〔國 

際語に對する批判21兒岛吉常.〔调際語問魁〕 

佐保護、〔閉食の辭ミエス語の使用〕小河重 

保の諾氏の講演あり。聽衆40名。令6月7ロ 

より2週間講習伶開催。出席者53名。。鹿兒 

岛エス會の會則も定めア;。會長留學呼丄•星野 

信夫氏〇會員はKevuo Orientaもよむ事に 

きめた。事務所も同市西千石町口本亦十字支 

部診療所內へ移じた。

屋福16月丄日19陆臺北市小甫門クラブに
I鑒理i會合。19名出席。會名を口本エス 

學何臺裨支部ご稱し機關誌ごしてrormoso 
刊行。會費月40錢で中2（、踐（エRevuo Orienta. 
代でわろ。事務所任同市老松町.3の13岩瀬方 

ミLĴ:〇 05月3-9 ［］每【］2皓間宛初等講習。 

講飾連温卿、山岸喜久男兩氏。樹林1場の分 

は每週土曜14.5峙より。杉本良氏講義中。兩 

者合せて33名出席。❾腹關誌第一號がでた。 
四六倍版8頁。 ‘

|卜.二］中華民國におけZエス運動は益々・
I 其扌!盒滲な・致しつ、ある〇尙上海に

於けるエス通信學校の業し進行してゐる"6月 

16日函飽の淺田幸政氏隹迎へ上海エス學會は 

歡迎會を開い了:。出席苦中日の同志20名。

（山口氏戟）

藤澤敎授の近業
九大敎授にIて我々の熱心な同志なる藤澤 

親雄氏は最近"1 ri historia evolvado de ino* 
derna Japanujo, kondkinta al la i eno rigo de 
imperiestra reĝimo en 1869"（1869年王政復 

古に到る近代日本の歷史的發展）さ云ふ菊丿阪 

20頁のエス文の硏究報告をだされた〇二の方 

面にエス文献皆無の今H我々にこって大なみ 

欣ぴであらりばならめ。〔乙7頁參照〕
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日ワ
N亠 有鐵道現業員の講習會

勞働階級全般隹通じ其の勞務の繁激を極む 

2點に於ては、一般交通勞働者に如く者はな 

く.就中議道現業員の其れは其の最も優むみ 

ものであろう〇過般高崎市の熱心むみ同志神 

山政一氏より、其の勤務する東京鐵道局高崎 

檢車所に於て所員一般がエスペラントの講習 

を受け度き希望故學會に於て諸般の御配慮に 

預り度い旨の申出があった。總ゆみ文化の先 

驅者たちの重任を帶びる皴道ミエスペラソト 

ざ（よ其の間極めて重大且つ密接なる關係の存 

するものでわるこざは今更謂ふ迄も無いここ 

で、一面現日本國有鐵道現業員の其の對社會 

的環境を想ふ時、此の間題は一層現實的に切 

實なしのこ成て現れて來ち。學會社此の尊い 

希望もして寶現せしむ可く去る3月23ロ （H 
曜）を其の第1日さして每H曜3時間の出張講 

習を開始し5月23日を以って此處にニケ月に 

亘った講習を完了した。

機關車掃除に或は車輛の點檢並に入換操作 

業務等の激務に依て極度に疲勞を覺へ讥心身 

在書やす僅かの休憩時間肚此の世界の人々に 

さって"極めて貴重なものでなければならな 

い。たが若し此の時に油さ煤煙さに汚れきっ 

讥作業服の儘、あの淡桃色の講習用誉さkaje
ro ざを于•にし敎煬に入って來み聽講者のー 

人一人も見る時何人か之に對し敬虔激態度を 

持たずに居られ樣か。講師の储驗すち往復ハ 

時間の勞力ĥ其れに比較すれば極めて極めて 

小さなしのて・あち。僅々卅時間足らずの講 

習・其の最後に立派な卒業論文を提示された 

畤私拄胸が一杯に成た。講習終了ミ同時に各 

々は受會のmembrecoを持ち其れビ共に『口 

本エスペラント學會高崎支部』・Takasaki fi iio 
de J. E. I.）が創設された。

5月25 018時より上信電鐵株式會社（伊香保 

温泉連絡）の會議室に於て其の創立發會式が 

いざし素やかに開かれた。會する者廿人.黨 

閥の背景が醸す爭論が生れ、利益配常高低の 

議せらみ、此の同じ蜃間に其のタ集ひ合った 

人逹は果して何事を語り合つ化ろうか。多く 

の瞳.共の悉く C:崇高な感激に潤み、謙讓な 

微笑さ囁色!總てを聖化するタ!其れ（工 

五月雨に包まれて靜かに更けて行った。

嘗て仕親逸社會民主憩首領ざしての經歷む 

扌まつ了: Jobann .Taccbv氏（エ、其の一代の名 

說ざして知られた『勞働運動の目的』の一節 

に於て「•・・・・・・・極めて最小なる勞働組合にもせ 

よ其の創設の事實はサドワの戰爭にも塔1て 

より一層の重人な意義を史實的に持つLので 

おる」さ言つ了:。國定忠次ミエスベラント、 

想へば奇しき因緣である。五坪の後・十年の 

未來に此の上州の野に我々の事業が生長し、 

機織工女がTagiĝoを口ずさみ、桑摘乙女が 

Espero 野に忘く歌ふ■然うした時代が惠ま 

れたならば其れは正しく其の夜會った新いゝ 

同志が捧げた偉大な努力でわるのが。だが併 

し我等が其れに據ってより一層期徒する其れ

II.十六萬の國有鐵道現業員が正〇、自己さ 

其の奉仕する二ざの何者かん眞賓に發見すみ 

機會誘引の獲得である。地球厲人類にさって 

決して無意義な公轉を繼續する1のでない: 

ざも想ふ時、上州の一隅に具現化した此の小 

さむ集りが其の將來に對して持つ意義き任務 

2や又極めて靈大むちこざも痛感せずには 

ゐられない。（H. S.生）

新聞雜誌とエス語

©信锻每口新聞——「エス語誌上講座」開設。 

5丿］9日より每週土 口ニ回。約40回連載の豫定 

識師厲東宮曹達氏。

@三田文藝庫（5刀號）一詩「生を過りつ、」 
中村喜久夫氏譯C原作者Julio Baghy30 ' 

◎讀賣新聞（5月29日:一一「民族自決で勃興 

し7:エス語の出版特に最近洪牙利文學に就い 

弋」粟飯原晋氏。 * *

0經濟往來（7月•……像定）一「第17回北来工 

ス大會參列印象記」圈慶大敎授。

。交通畀〔5月號）ーー「國際語エスペラントに 

就いて」——高橋一氏。

〇速記研究---- rLa Srudo StenografaJ なる
エス語標題ん附す。 ;

・朝鮮評論----「L“ RevuoKorea」なるエス

表題。——京城の同志大山時雄氏創刊。

〇蠶絲--- 「Bombilo kaj Silkfadenoj なる
エス表粗あり。 こ:L

♦折潟新聞（4月15-19 口）——「國際語の創 

業者ザメンホフ」林不二男氏。.厂 -

♦懿實證お停『讀む人』（5月號）一「エス書 
の槪要」井上萬壽藏氏。 ・ - Ĵ

0不同調（5月就）ーー武者小路氏〇 

・大阪每日新聞（5月20日同24日）及び東京日 

々新聞（5月22ロ）ーー緖方博士ミエスに關す 

ち記事あり。

・僵生學 箇月號）——國際語エスに就き一 

米田德次郞氏。 <
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Stuttgartの悲劇

本年のPentekosto C聖嚴隣臨節）に際Cて 

僵逸 Stuttgart に Confederation Internatio
nale d' Etudiants （Internacia kongreso de 
studantoj）なるものが、開催される事になっ 

讥〇所がIntemaciaミ稱しながらその會議 

の公用語厲英語ミ佛語に決定U:〇所が蟲が 

败まらないのは拓逸語の人達、獨逸語も是非 

仲間にさ强硬に談判すろので困り果てた委員 

は氣も利かして佛英躅に限らず何語でも宜し 

で云ふ事に變更UZo二れけいかなみ小國の 

莒葉ミ雖も平等に使って宜い、ざ云ふのだか 

ら二んなdemokrataな公平無私な決定はな 

いが困つ了:事に會議が始まって見る1蜂の巢 

をたゝいた様な必ならわパベルの塔を再現す 

ち事（よ必定だ。そニで獨逸の代表又ねじ二ん 

で日く、今會議の公用語は英佛獨のみに決め 

て貰いたいこ。所が委員會任否決してしまっ 

たので怒ったのは獨逸系統の人々、かくの如 

き國際的な學者の會!!まで政治的偏見が影響 

されろか过云ふ騒ぎに、この會議はこのま、 

流れて1まったで云ふ。名づけてStuttgart 
の悲劇一幕ヽ但し國際ミ銘打ったものに二の 

種の悲喜劇“、絕さす繰り返へされて居るの 

た。一人の賢者めってEsp.のĤの字でも云 

へばぎうにかなっむしのな。

Locarno 會議

歐洲の列强が寄り集って批准したしocarno 
條約、その時の會議室にEsp.のしocarn 〇會 

議の幕が切って下ろされたのは四月三日午後 

五時であった。この會議に於ては列强が小阈 

に自国語も强いア:り外交的辭令が眞而目くさ 

って述べられたりするのではなく、すべての 

國民が平等の權利ね以って中立言語で以って 

語られる會議でおった。抑々この會議が召集 

され 7:目的は !nternacia Komitato de La Esp 
Movadoが過去の收獲を報告したそれを討 

論して今後の國際的なEsp.宣傅方針を確立 

するにあったのでわるが.それ壬共に暗雲に 

被れかけた K・ R. ^Konstanta Reprezentant- 
^ro）に一道の光を與へやうざする重大な意 

義を持って居たのである。その暗雲ご云ふの. 

（工佛蘭西ミ波蘭のnacia societoがK. R.の 
紐織變更に就て昨年deneve世界大會に提案 

もし、それが大會當時色々の手違ミ誤解も生 

じて遂に上記兩nacia societoの Pri vatも 

詰ろ檄文^なり、一時K・R.の前に些かの 

疑心を懐かせる樣になった。この誤解を去り 

兩nacia societoの提索を容れてK. K.むー 

層確立しゃうご云ふのが一番大きな目的でわ 

ったのである。會議（エ復活祭の四月三口から 

六卩にわたって開かれ歐洲16ケ國の公式代表 

者及びh本より非公式に两村氏が出席しt:〇 

そして C. K. （〇entra. Komitato）の各種の 

活躍に就き議を戰はしC. K.の委員を二人 

（Privatビ伊太利のStromboliĵ）吹選した後 

最後の日にK・R.の會議が開かれた。佛さ. 

波蘭の兩 Nacia Societoを代表するDubois 
に依って新しい提案が述べられ探決の結果現 

在のK. R.條文を基にして二の提案によち 

附加變更花加ふみ事に決定、盛んな意見交換 

の後に會計の年度代り蠻更.委員の選擧に文 

書投票を許すこさ、C.K.やK・K.に會計 

檢査人も置くこミ・委員會開催の一月前にそ 

の日程を通知すろここ等ね決定しt:〇そして 

三年・間任期の K. R.のPrezidanto及び 

S kretario-Kaŝhtoの吹選に移り白耳義E p. 
同盟の Henri Petiau氏新Prezidantoに局 

じく Frans Schoofs 氏新 sekretario-Kiiŝisto に 

選擧された〇力•くて所謂しocarno Spiritoに 

よって暗雲一時に霽紅 K. R.の力强い今後 

の一進展が豫想されるに至ったのでめる〇

CC. K・,K・R・U. E. Aの關係も簡單に云へ 

ir K, R.拄各國Esp.會の代表者よりなり 

U・E. A.（：［個人Esp-istoよりなりこの兩者 

の會議により6人のC. K・が選出されて萬國 

大會の開催その他Esp.運動も指導するので 

めち。）

Zamenhof碑の除幕式

四月十八口.この口には世界各國のZame- 
nhof崇敬者の零碎な金より作りあげられた 

Zamenhof碑の假開幕式が盛人に又莊嚴に擧 

行された。11時開會ミ云ふのに1〇時に任早く 

I 500人花算する參列者が奚集し.その中に 

け政府の代表者币町村の代表者も交って居て. 

自网にかくも偉大な人類の父を生んだ事を誇 

らかに感じて居了:のである。頌歌"Espero^ 
の合唱の中に慕任靜に除けられ・やがて波
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政府の兔に於て外筋省官吏Grubowsky氏の 

半時問に餘ろ熱心な演説あり・Varsovio市を 

代表して市询■議員の祝辭、V"oEo猶太區 

の代表者の熱のこしった人類愛に燃龙た乃^ 

mei liofな讃龙ち言葉等に續いて Majstro 
の後繼者D-ro Adam Zamenhof氏が碑前に 

花冠な4｛け:。咳するものもない莊嚴な雰圍氣 

の中に黑頭巾なつけた緣星旗（11Iた（Xた壬嗚 

り.世界各地よりの代衷者は次ぎ次ぎに或け 

花輪を捧げ或は祝辭ものべて• “La Espero^ 
の合唱裡に二の式は閉ざされた。全世界Esp・ 
erantisto の Mekka の地二の Viusovio 郊外 

の一墓碑枝歐洲を遍屜すbLのの必ず訪はな 

ければならQ所ビむみでわらう。

Budapest市の國際見本市
に際 I て Brcslaŭ. Geneve, Kobenhavu, 

Madricio 及び Vieno の Radio 放送局は Esp. 
で祝辭も放送した。今年の國際見本市は询年 

にくらべ;5ざEsp・の實用化が劣る相だが、 

倚見本市に找Esp.の逋譯者が屣厲れて居ち 

のでEsp.さへ知って居れぱすべての用は辯 

するざHふ〇

フルガリヤ郵便事務の一進展
咋年秋巴片!に開かれた萬國郵便電信聯合會 

議の決議にもごづき・エスペラントは愈々今 

年九月から平語さして公式に認められろ事に 

むち。それを待ち兼ねたのが勃牙利の遞信省 

で去る:3月19ロ特別省令を直ちに發し當Hよ 

リE、p・（H平語ざして用ひ得る事を毀表した 

そこで4月5H郵更忧信局は仰せなかしこみ從 

業貝一同エス語花學ばれたしざ云ふ公報を發 

しĴ:〇それだけではまだ物足りないさ見丸て 

局員一同ほんの少しTIエス語も覺龙お様に 

さ勃牙利語で書かれたエス語の全文法もポス 

タアに作り500の各郵便電信局に配布い:。

大學生の嘆願
甫米第一の開化の地、ブラジルのR:o de 

Janeiro大學の學生200名仁擧って同地駐在 

の獨逸大使に嘆願書を呈して日く、他國人の 

爲に孤逸爵爭の名着はすべからくエス譯され 

ん事な。又IK®逸碩學の數多き名著は惜む 

べし佛伊西希國語に稀に飜澤されたるに過ぎ 

ず、然して吾人は必修課目ざしてそれ等の註 

語も學ばざるべからずご。しかるに日本學生 

の鈍璽氏いものに卷かれて沈默も守る。

第二回Esp・國際夏季大學
は今年の第十八回世界人會を期ざして7月 

31Dより8月7日までEdinburgoj行はれる豫 

定。講座は各國土俗氏謠.認學・醫學・一般 

科學.國際法の5に分類されて居る。各々知 

名の士がEsp.で講義むすみがナロケヲアモ 

の報ずる所による—Li^rpool大學のCe
li nson 敎授 Krakon大學Bujwid敎授（人 

間i微生物に就て）、しeipzigのPasia! Deuel 
博士（肺炎治療法の最近進歩I二就て）、伊太利 

Pisa 〇 Stromboli博匕（伊・太利の電氟冶金 

學に就て）等その他阈際熒働局のTaKlli氏 

の同勢働局の仕事についての誰演しおり.殊 

に土俗學に至って任七國の講演者が入れ代リ 

立ち代り講ずる。些か盛澤山の氣昧がおみが 

世界大會ご獨立した一箇の國際大學の可能性 

も豫想させるものである。

萬國の靑年よエス語を學べ!

國際靑年同盟 CLigue Internationale de k 
Jeunesse）の第三同人會が四Ĵ] 一 Hより五H 
に渉りGer.eve 開催されデンマア人佛、 

獨■スウェーデン等各國の代表者が集まつ丫ら 

全會一致に通過い:決議文に日く、各國民閒 

の國際關係相互了解は言語の多岐により妳丫 

られる事重大むるに鑑み又中立的にして容易 

なー國際語採用の必要なろに鑑み乂エス話は 

己に廣く流布し各國に於て敎侵され實際的に 

應用され二の目的に合致すあに鑑み・虜際青 

坪同盟仕各國支部に對してはEsp.の普及ミ 

敎授に点ヵされんニさな汉各會員に對しては 

Esp.の勉舉に努められんこミも慫懣す、さ。 

靑少年軍事敎練芒かに勞れt：^l!云へ日木の 
靑年も-莒なかみべからす。・军，I ffl

エスペラント大臣
Bahai敎のRoot女史が羅馬尼王妃の洞で 

滔滔數時間エス語を宣傳し/:®かごうか仕知 

らないが・羅馬尼 川P・協停の會長Trancu- 
115し（!新內閣に勞働及び公衆保健人臣ごして 

の新しい椅于を占めた。現想主義的な進歩的 

な人忙相て•今後の活躍が期待されて居る。

Rotary Internationa!の 

Zurich支部
に於て一秤員が「國家ざ言語」ざ云ふ問題 

を提出した。しかるにこの支部たろや3〇餘ケ 

國よりの會員花含んで用り・國際語の必要な 

惑じてる事てて非常な興味ミ注憩を惹き、二 
の講沈の終るや・盛んな討論が起って果しが 

く、この国際語問函た;5やRo3ry運動にミ 
って重大な意義ふ有してる事ざて別のIIな選 

んで又吹めてそれのみの討論に費す事に決か 

了二芒云ふ。故も阈際語も必鉴さいよがらプロ 
ークンインク•リッシュが口隹きく、日本の 

^Botary支部でもそろそろこの問趁を討議し 

てもいゝ時分だ过思ふ。〔守隨■記〕



でうしたら開ける此の局面を?
役听からへトへトに成って歸ってくる。事 

務室へ入る芒手は無誉識に會計簿へ向ふ。べ 

ラベラミめくち。赤線が激I く眼も射ち。天 

にゝ地にも賴みこすちのは嫌に感にの惡い集 

金用紙丈けだ。不景氣だからむめ!每月々 

末にRevuo 4＞發送して仕罐ふミ其の月の決 

算もしなけりゃならない。胸むドキドキさせ 

乍ら算盤を彈く。缺損四十七囲だなんて來ち 

ざ又最初炉ら彈き直す。たが其の結果は依然 

さして同じだ。胸が早鍾の樣に騷ぐ。段やり 

直す。や任り同じだ。缺損!收入が少くて 

支出の多い事だc國內運動の將來! ー魅何 

うしたらいゝん厂。居てb立ってもゐられや 

（,ない。

緊縮!緊縮。斯ふした二ざは一［1だって忘 

れた;ざ“ありやしない。封筒を裏返しにし 

て使ってゐち。屑絲な結び合せて厲使ってゐ 

ち。緊縮すろ餘地がない。もう殘もオニろは 

Revuoの頁を滅らす!ご丈けだ。併し今のH 
本で唯一の機關誌さしての大きな役割を持つ 

てゐオのね.ナイソレざ卽座に頁を減らす勇 

氣“何んさしても出せない。しう少し同志各 

自が自分の會費に注意さえして吳れ、ば濟む 

事なんだが.さ思ふさ餘計に其んなこミ找出 

來むくむる。そ二で會賈未納の方隹なんさか 

せなければならなくなち。Lかし折角の會員 

を一月や二月の會•費未納で除名するこきもで 

きぬ。こ、でdiLmoにおちいち。ミ言って 

も.言ふに（工言ってI,・一カ經濟的窮乏厲現 

實的に匕シ匕シさ或る形壬成って迫ってくる 

一幅何うすればい、んだ!。やつばり會員各 

自にお願ひして會費を徹底的に拂ってもらふ 

より外はない。そこで渋々乍ら集金も出す。 

たが全數の十パーセントが金さ成って來れば 

上等此の上ない成績だ。考へて見れば無理の 

無い話し。集金郵便の規則で三圓沧請求する 

が此の世智辛い今時年額以上の其れ丈けな誰 

が二つ返事で出すもんかC吳れ过言ふ方が全 

く無理だ。揚句の果てやり初めア:のが「前金 

切」の赤印を押す奴。それから七ヶ月（I夢の 

様に經って仕舞った。駄目仁・や任り何の効 

果もない。前金切の印も見て自験的に會費を 

納めてくれちのな待つ、さ言・ふのが此奴の趣 

旨だ。だが此れも苦勞人に似合ないやり方、 

人の內 生活を何等省みちさニろのない方法 

だ过言けれてもー盲も無い。御耻かい、次第

7ヽ金金金!金が欲しい!其れも澤山“ 

要らない。せめて每月缺損丈けでし出I度く 

ない。四苦八苦の果て又思ひ付たのが六月か 

ら初めた樣に!aviloの中へ振替用紙隹折达 

む方法リ。やって見るミ今迄の中で一番い、 

樣だ。發送の時少つ过ばかり手數が掛る。け 

れ共然んな賛語は言っちゃゐられない。此れ 

から當分此の方法な繼續して見様さ思ふ。每 

度ĥ分勝手な事を申して.甚だ濟まめ理けだ 

が。日本の將來に於ける吾々の事業、乂一つ 

に（!選ばれてa常實際の仕事をやってゐる我 

々の苦衷をも察してゝ假令年額も何回に分納 
し,て丫もいゝから納めて戴たい;さん航に御 

願ひ い:いざ思ふ。郵便局の窓口迄行く時間 

ざ手數、忙がLい時にIX全く七面倒なものだ 

rザワザで無くさもいゝ.思ひ出した時、或 

任何かのっひでの時で結構だ。共れ丈けの御 

手數でt捧げて下さればそれは決して無駄ぢ 

やない。際立って目に見龙むくさもきつ过茶 

れ丈けのこさ任何處かに現任れて來ろ。

日本のエスペラント運動も會Rの會費も唯 

ーの力さ賴んでやって行く樣ち・や、未代未だ 

我々の目的任遙かに遠いミ云はれ任むらね。 

何か確實な基礎の匕に立って・其れに依って 

有能な仕事な其れから其れへミやって行く樣 

に仕度いもんだ。此れに就て任五年も前から 

一部の間に議が起り最近漸く具懺化して來た 

近き將來、ミ云っても最う直ぐだ、我々“同 

志諾君に其の吉報も齎す1ざが出來ち过思っ 

てゐる。然うなれば月給も拂って專任の事務 

員も傭へみし、從ってドシドシやり度ひニミ 

I出來ち。今だごみすみすい、で思ってI見 

透してゐち始末たから。

同志諸君!諾君が持つ義務.それは每月屈 

けられるRevi】〇の代ざして一定の會費を納 

めればそれで濟むさ言ふ小さなもんで任ない 

のだ。緖名の會費は決Iて單なみRevuoの 

對價でけない。我々同志に厲共同の目的也逹 

成する爲め一つの大きな仕事が與へられてゐ 

ろ1さを決して忘れて“いけない。我々現在 

のエスベランチスト（［其の數は少なリざ雖も 

H本のエスペラント運動・延いて任地球全面 

に亙るエスペラント運動の將來に對し送れ得 

られない連帶の責任があるEを議君各自が自 

覺して吳れさへすればいゝc怠慢さ不徹底! 

我々同志には此れが一番禁物だ。〔三石生〕



•補習硏究歯

毎週金曜n當學會に於て補習研究會花やっ 

て居ましたが餘り集りが多くめりませんから 

七月からは每週水曜h例會に合併致します。

水曜日例會

每水曜0午後6時半から學會に於て Keine 
の Rabeno de Baĥaraĥ (Zamenhof 譯)を输讀 

して居ます。奮ってお集り下さい。第四水曜 

口にもあります。

第四水曜日の通俗エス講習會

(I今後新しい東京Esp俱樂部の主催する

所さなります。 って每月のこの仟の口時は

不定です、その都度俱樂部より會員に直接通 

知す;5事になりますから.未だ入會むさらな 

い方厲早速俱樂部宛お申し込みTさい。事務 

所は麴町區元圖町二の九、梶弘和方。

委 消息
◊椎橋好氏。橫濱市靑木反町864へ轉居

〇川原次吉郞氏。東京市外馬込村東區991へ 

〇粟飯原晋氏。國際聯盟悄報那東京支局勤務 

〇鶴我盛隆氏。大阪市束區饵差町198中野方 

へ轉居传近結婚の上)大阪市岡中學へ勤馮。 

◊ハ木日出雄氏。松澤わかし孃ざ結婚の上京 

都市上京區岡崎東福ノ川28へ新居。今回同 

氏はU. E.A.の日本總代表委貝ビなった。

日本エスベラント學會

ESPERANTISTA 
JUNULA LIGO

上記『エス靑年同盟』の會報の第一皴及第二

封入御申越の方へお頌ちします。

日:r.スペラント學會取次部

高等學校エスペラント聯盟
全國高等學校エス聯盟を創設する計畫にて 

既に趣意書を配布したが未着の會があれば御 

一報下さい。(會なき所は有志の方より)

三离エスペラント會

ESPERANTA HEJMO
昨夏の例に倣ひ來る8月1口から15日 

迄の間千葉府勝浦へEsperanta Hejmoをつく

りenp-istoj同.この共同簡易生活も營む〇參 

加希望者は下記へ至急御照會下さい。

東京帝大 學部解剖敎室內エス會

KORESPONDA FAKO
海外の同志ミの文通壮學習の良法です。會 

貝は年二回3行迄無料。本糊御活用な乞ふ。 

但し必す返事されるべき二ざ。略字解:一

L=letero,1P = ilustrita poŝtkarto, = 
poŝtmarko, bdf=bildfla^ke (切手畫而貼附1 
G=gaz fo, SM=8ige〕marko, kci kun ĉiuj 

landaj esperunt st< j.

▲Japa .ujo—S-ro Tlideo Jaina^aka, ĉe Osaka 
Celtra Telegrafejo, Osaka; L.,1P. kci.ヾ 

JkJapanujo—S-ro Taizo Takaha^i, Harujobi一
3-banĉo*,  Fukuoka; kci.
^Japanujo—S-ro Juzo Ŝi rigaj, No. 51 Ĵokan- 

co IV, Oomula-ŝi, Fukuoka-ken; deziras 

korespondi kĉl.

j^Japanujo—S-ro S. Oomori, cc Jur-Litera- 
tura Fakultato, Tdĥoku Imperia Ui)iversitato> 
Scndai, kun alilandaj sarn-anoj per L., IP. 

小Po ujo一S-ro Tadeusz Pleskaczj^^ski, ul. 
l^ychawska 50, T.ublin ;16—19 歳までの確 

實な Fsp-Korespondarto を望む〇

▲SikIu Rodezio, Afriko—F-ino II. McDo^aldt 
29 a Livingsto^e Road, Selborne Avenue» 

Btf3w*yc, dez. interŝanĝi IP. precipe kim 

ekstereŭropanoj.

^.Bulgraguj —S-ro Uristo Jankov, vih Kili- 
falevo ; U本文學生活衣裝に就き文通しMo 

▲ JupiMiiijo— S-ro Josi tosi Jenomoto ； & 
Macuzaka ŜiiVjd-Kumiai, Uomaci, Macuzaka, 

Mie-ken ; IP., L・ kci.

Agapan ujo—S-ro Gigio Ŝimazu, 56 Naka- 

niaĉi IV-ĉome, Kobe; dez< k respondi kuti 

komencanto enlanda, L・ IP<

A Japanujo― -ro K i josi Cuboj,196 Asagaja* 
Suginami-ĉo, Tokio-Fu; IP. L.

ASovet-Unio—S-ro Iu P・ Fedotov, Samara 
Regna Teleg)afo Espe a.ito-ĉelo;日本人 i 文 

通い:し。

▲Finnlando—F-ino Ida Sairanen, Savon- 

lin a; 〇本人き文通を望む。

▲Gern anujo— r.> IIe; m Brandt, Kise strato

37, Diisseldoif: [1本の風物知り度し。

▲Gennanujo—S-ro Max Weber, Leipzig ヽV 

33 Hahnelstr. 26 ;日本の風物知りたし。
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乂 •"メ久仏決 七月 日創刊
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日々のエスベラントに親しめ。本紙任出づべ 

くして未た出でざりしもの。切に御愛話を乞 

ふ!…•…創刊號は往復はがきにて御申越の方 

に無代送呈。 一年分55錢（稅共）

東京市麴町區元園町

エスベラント研究社
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KOMERCA

ENTREPRENO DE U.E.A.
IMPORTISTOJ KAJ EKSPORTISTOJ

Marunouĉi Buildii^g, Tokio, Nipponlando< ĵFono : Usigome 6584

上野爵事株式會社 

東京市魁町開永樂町一丁目一番地 

丸の內ビルヂング 第八七 九號 

储蜡牛込六五八四番

KJOKKOSA
MASI NO-F AKO RADIO-FAKO

3—1,Ilamainacu・ĉo, Ŝiba, Tokio

'Fonoj; Takanaŭa 6059 & 7981

FREMDLIBRO-FAKO
N-ro 879, Marunouĉi-Building, Tokio

'Fonoj; UAigome 65 4

旭 尤 社

丸の內•出張所

xスペラント圖書の御華客に限り次のヲチオ機具を特價にて贩責数Lます 

受信機.組立用キット・按聲器.兩耳聽取計、蓄電池・乾盅池、 

詳細は御照會花願ひます

エスペラント 書目錄進呈



ヨ本エスペラ"T

敎科.獨習•練習書類 定價
S 鶴エスペラント全程（厚…ス綴）…150

同上練習課題解答集（說明附）............................. .25
エス語大文法第一輯.前匱詞..................................."〇

同 • 上第二輯、副詞..................................... .70
エスペラントの手引（小形本）....................................05
エスペラント敎科書（短期講習用書）............................-25
同 上講義錄............................................ -25
エスペラント模範練習讀本（解說附）............................-50
エスベラント助辭一覽（小形本）................................ .!〇

高等エスベラント敎材（講習用）................................ .15
同」:講義..............  .15
作詩法講義.....................................................・俺

辭典，會話書類 :
犬成和エス辭典前編（A-K） ......................................................3.50 .08
同上後編（M—Z）印刷中 ....................................二・ミ;

衣成エスペラント和譯辭典（薄クロース綴）.......... :.............. 2.00 .06
羅エスベラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）............ 1.50 .04
二れH及日エス海員語辭典（薄クロース綴）..................... .G0 .02
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